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特別企画

リサイクル施設は駐車場にあります。黄緑色に塗られた壁が目印。また、
IKEAにも、電池と電球の回収ボックスが設置されています。買取してくれる
のは、ダンボール、新聞、雑誌、缶、ビン、プラスチック（RM0.20/kgなど）
。

特別企画

買う、食べる、遊ぶがすべてある！

ショッピングモール
週末、一日中いても飽きないさまざまな娯楽サービスが見付
かる場所といえば、やっぱりショッピングモール。モールなん
てどこも同じ、と思ったら大間違い！ ショッピングモール 激
戦 地 のクアラルンプールには個性豊かなモールがいろいろ！
あ今週末は行ったことがないモールに出かけてみませんか？

Gフロアには、
「パディーニ」
、
「ブラン
ドアウトレット」など手頃な価格の
ファッションブランドが入居するほか、
「すし金」などファミリー向けのレスト
ランがいろいろ。
「コールドストレー
ジ」も！
1stフロアには、
巨大な「ハービー・ノー
マン」が入居。ほかにも、ベッドや家
具、インテリア雑貨の店がズラリ。
2ndフロアには、トイザラス、プレイ
グラウンドのほか、音楽（Euphony
Music）や工作（Yenji、Da Vinci）が
学べるこども向けの施設が充実。書
店の「ポピュラー」があるほか、ホー
ムセンター「スポットライト」は、手
芸用品や絵の具が充実！

IPC Shopping Centre

人気です。
実は、IPC自体を経営するのもスウェーデン資本のIKEAの姉妹企業で、
北欧ならではの「エコフレンドリー精神」をマレーシアに浸透させようと

新生活はここからはじめよう！
ファミリーにおすすめのモール

れるうえ、電池や電球などは無料で引き取り、環境に優しい方法で廃棄し
てくれます。また、
ペットの同伴が可能なのもユニーク（一部のエリアのみ）
。

新しい生活をはじめるご家族にイチオシのモール。テナントのスウェー

愛犬を同伴したいなら、P2階の駐車場からペット同伴用のエレベーターを

デン発の家具販売店「IKEA」はじめ、オーストラリア発の大型家電ショッ

使って2ndフロアのペットショップ「ペットサファリ」へ。ペット向けの

プ「ハービー・ノーマン」
、ホームセンター「スポットライト」などがあり、

かわいいスイーツがあるカフェも併設されています。

歩いてみてまわると「こんな家に住みたい！」というアイデアがどんどん
湧き出てきそう。コンパクトなスペースに質の高いテナントがギュッと詰
まっているので、こどもの面倒を見ながら疲れ果てるまで歩き回らなくて
も、家庭で必要なものを楽にそろえられるワンストップモールです。
注目は日本でも大人気のIKEA。洗練された北欧スタイルの家具や雑貨が
お手頃価格でそろい、カスタマイズできるので家庭用にもオフィス用にも
おすすめ。IKEA内に併設された北欧料理やスイーツがいただけるカフェも
No.2, Jalan PJU 7/2, Mutiara Damansara, 47800 PJ
10am-10pm 年中無休
03-7720 7333
www.ipc.com.my/
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マレーシアで人気のブランドが多数入居しており、何かと便利。訪れるなら夕方から夜に
かけてがおすすめ。暗くなってライトアップされたモールの雰囲気をぜひ楽しんで！

モール内にリサイクル施設を併設しています。資源ごみを買い取りしてく

おすすめ情報

バンコク発のココナッツアイス「nuttycoco」などマレーシア
で人気上昇中のスイーツが楽しめます。おすすめは韓国発の
「Milkcow」の人気メニュー、ミルキーキューブ。甘さ控えめの
ソフトクリームにハチミツとハチの巣が付いてきます。オーガ
ニック素材にこだわっている点にも注目。モール内の多くの店
舗では、IKEAのメンバーカードを提示すると割引になりますよ！
LRTクラナジャヤ駅発の無料シャトルバスが便
利！ （発着時間は左記のウェブサイト参照）
。
車なら、モントキアラから10 分 程 度。駐 車 場
を探すのが嫌なら、朝早めに来て、9時開店の
IKEAのカフェで、ほかの店が開店する10時にな
るまでゆっくりと朝ごはんはいかが？ 同じエリ
ア内にテスコやカーブ、キッザニアなどの施設
があるので、その駐車場の利用も可能。

Encorp Strand Mall

ペット・アベニュー」は、パリのシャンゼリゼ通りにヒントを得たそうで、
歩くだけでなんだかロマンティックな気分になれそう。半分屋外のような
開放感があるのもいいですね。すぐ横には、すばらしい音響施設を備えた

家族連れや流行に敏感な若者に人気！
コタダマンサラの注目スポット

イベントスペースもあります。
実はこのモール、特に若者の間で新しいナイトスポットとして知られて
います。モール周辺にはさまざまなレストランがあるので、デートならお

コタダマンサラといえば、さまざまなショップロットが立ち並び、中

しゃれなカフェレストランやバーでディナーを楽しみ、友達となら安くて

華、マレー、インドなどなど、おいしくて安いレストランが多い「食のパ

旨い屋台で一杯やってから、映画館の「TGV Cinema」で深夜過ぎまで映画

ラダイス」ですが、そのど真ん中に2014年の5月にオープンしたまだ新

を楽しむ。日が落ちてからライトアップされたモールは近未来的で、映画

しいモール。品揃え充実の「ダイソー」
、輸入食材が豊富なスーパ「Samʼs

館を出た後も日常から離れた世界にいるかのような気分が味わえます。

Groceria」
、薬局の「Guardian」など生活必需品が揃えられるほか、フィッ
トネスジム「C.H.I フィットネス」や、楽器と音楽スクールの「ヤマハ」な
ど生活を豊かにしてくれそうなサービスも。
このモールで注目したいのは、なんといってもそのゴージャスなデザイ
ン。並木道のようなモチーフが両側を飾るモール内の大通り「レッドカー

No. 46G, Jalan PJU 5/22, Encorp Strand,
Pusat Perdagangan , Kota Damansara, PJU 5,
47810 PJ
10am-10pm
03-6143 1393
enquiry@encorpstrandmall.com.my
www.encorpstrandmall.com.my
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特別企画

特別企画

モール内の吹き抜けにぽっかりあるメルヘンな
空間。まるで物語に出てくるようなおしゃれな
スペースに、雑貨屋さん、ファッションなど女
の子の大好きなものがぎっしり！ かわいいお
店を見るだけでも楽しめちゃいます。

ヨーロッパの 地 下鉄 の 駅をイ
メージしたスタイリッシュなセク
ション。

プラザダマスの飲食エリアには緑や噴水が適度にあって、
テラス席は日中でもそよ風が気持ちいい！

東南アジアが好きならきっとワ
クワクするはず。小さなショッ
プやあちこちにディスプレイさ
れた看板、そしてちょっと薄暗
い照明はまさに台湾！

Berjaya Times Square

遠くからでも目立つ、ブキビンタンのランドマーク的存在。
ホテルやカレッジまで入居する一大商業施設。

にギュッと詰めたようなスペースで、ユニークなスイーツショップやノス
タルジックな駄菓子屋さんなどが雑多に並び、いつまでいても飽きません。

フランス人デザイナーによるシンプルで上品なこども服ブランド
「Chateau de Sable」
。東南アジアのほかイギリス、オーストラリア
などで展開しており、日本人のファンも多いとか。

Hartamas Shopping Centre

必要な電機デバイスがなんでもそろう3万平方フィートのITセンターはメ

楽しいこと、おいしいものがいっぱい！
遊園地を併設する巨大ショッピングモール

カ好きにおすすめ。
タイムズスクエアのもう一つの魅力は、ギネス記録まで打ち立てたか
なり本気度の高いイベント。その記録は世界で一番大きいガチャガチャマ

女性にとって重要なファッション系のショップは、意外なことにどのモー
ルにもあるようなブランドはほとんどなく、質のいいこだわりのアイテムを
そろえた個人経営のセレクトショップが多いのが他のモールとの大きな違

個性的なショップが多くて楽しい
生活密着型の「ご近所モール」

い。モールのオーナーが海外で見つけたブランドを誘致することもあるそう
ですよ。日本人女性が好みそうなシンプルな普段着を扱っている店もたくさ
んあるので、モールの奥の方まで探検してみて！ こども服、シニア向け、パー

KLの中心地、ブキビンタンにある広さ7万5,000平方フィートの巨大

シーン。そのほか、金庫のカギを探して賞金を得る「Gamersʼ Vault」と

ハタマスショッピングセンターは、コンドミニアムや商業施設を含む「プ

ティードレス、ありとあらゆるジャンルがそろい、アジアン雑貨や本皮のバッ

ショッピングモール。ここに来れば、ショッピングして、食べて、飲ん

目の錯覚を利用した「エイムズの部屋」では、
「マレーシア初」として

ラザダマス」のなかにあるショッピングモール。日本人が多く住むハタマス

グ専門店、アクセサリーショップなど、見てまわるだけでもワクワク♪ ま

で、おしゃべりを楽しんで、映画を観て、そして、カラオケやボーリング

Malaysia Book of Recordの記録をもっています。こういったイベントは国

エリアで最も集客力の高いモールの一つです。
「ご近所モール」を自称する

た、ネイル、ヘア、エステなど、女性が必要なサービスはひと通りあるので、

だけでなく、なんと遊園地で遊ぶこともできるという、K Lっ子ならだれ

内外でも高い評価を得ており、国際的な賞も受賞しています。

だけあって、外国産の食材がそろうスーパーマーケットの「Mercato」
、DIY

日々のお手入れにも困りません！

でも知っている、楽しいこと、おいしいものがすべてある場所なのです！
エンタメの質は国内随一で、例えば国内最大級のボーリング「Ampang
Superbowl」
、大迫力の3Dが楽しめる「GSC Maxx」なども！
フロアごとにテーマが設定されていて、例えば1stフロアにはハイセン
スなファッションや雑貨店が並ぶ「1st Avenue」
、3rdフロアには森のなか
を散策しているような雰囲気の「Central Park」
、そして、日本人にも人気

ショップの「Home-Fix」
、家電ショップの「SenQ」のほか最近オープンした
家具・インテリア雑貨の「SSF」や、こども部屋向けの家具を扱う「White

おすすめ情報

モール内に、なんとジェットコースターが！ マレーシア最
大の室内テーマパークで遊ぼう！ アトラクションの数は14
といろんな種類があり、親子で楽しめるものから、絶叫系ま
でさまざま！ 心臓のドキドキが止まらなくなる新登場の5D
Orion Simulatorなどおすすめアトラクションがいっぱい！

Habitat」などがあり、生活必需品はほぼこのモールでそろいます。また、
書店の「time」
、おもちゃ屋の「Toys R Us」や体操教室「The Little Gym」
、
大人も通えるヤマハ音楽教室など、こどもや文化的な豊かな生活を送りたい
大人にもぴったり。

おすすめ情報

日本食レストランもいろいろあります。プラザダマスも含める
と、和食レストランはおなじみの「楽膳」
、ローカルにも人気
の焼き鳥店「串焼き邦」
、刺身やお惣菜がおいしい「魚勝」の
ほか、日本風洋食店の「Yoshi」や「Bistro Fiore」が日本人
に人気。日本人好みのベーカリー
「Bread Aroma Bakery」や、
おしゃれなカフェもたくさんあり、そぞろ歩きが楽しい！

な「タイニー台北」は、名前のとおり台北の雰囲気をそのまま小さな通り
No. 1, Jalan Imbi, 55100 KL
03-2117 3111
www.timessquarekl.com
pr@timessquarekl.com
BerjayaTimesSquareKL
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KLセントラル駅からモノレールで4駅のインビ駅直結。雨で
もぬれずにいける便利なモールです。LRT ならハントゥア駅か
ら徒歩5分。繁華街のど真ん中なので、レストランや娯楽など、
モールの周辺ですべて見付かります。

No.60, Jalan Sri Hartamas 1,
Sri Hartamas, 50480 KL
03-6201 6553
10am-10pm
Hartamas Shopping Centre

レストランは、プラザダマスも含めると、和洋中、高級店から
屋台まで種類も価格帯もさまざまなので、どんなシチュエー
ションでも大丈夫！ ゴージャスな雰囲気のわりに手頃な値
段の中華レストラン「グランドインペリアル」、日本人の常連も
多いインド料理の「Malabar Place」、エントランスのいけす
が目を引くシーフードの「Delay No More」などがおすすめ。
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特別企画

ランドマークとして知られるSOGO。LRTのバンダラヤ駅直通
でアクセス良好。KLセントラルからならLRTでマスジッドジャ
メ駅→アンパンライン乗り換えでバンダラヤ駅へ行けます。

税還付手続きの場所は、7階
のサービスカウンター。青い
「グローバルブルー」のサイ
ンが目印。手続きにはパス
ポートを忘れずに！

KL SOGO

SOGOでは、旅行者向けのサービスに力を入れていて、GST６％を還付
してもらえます。レストラン街、スーパーマーケット、ユニクロを除くほ
ぼすべての店舗で利用可能で、RM300以上のレシートとパスポートさえ

旅行者やブランド好きにおすすめ
セールやタックスフリーでお得にお買い物！

あれば、7 階のサービスカウンターで手続きできます（帰国時にも空港で

マスジッドジャメから徒歩圏内のSOGO周辺は、ローカル色満載のマレー

旅行者が RM1,000以上購入すると、タックスフリーに加えて5％ OFFにな

系やインド系の店が多く、古きよきマレーシアの情緒漂うエリア。でも、

る「Tourist Privilege Card」も発行されており、お土産や高級品はここで

一歩 SOGOに足を踏み入れると、ハイエンドなショップがキラキラと輝い

まとめ買いがベスト！

還付手続きが必要）
。残念ながらマレーシアに居住している人は利用でき
ませんが、旅行に来た友人や、3ヵ月以内に帰任するという方はOK。さらに、

ていて、そのギャップにびっくりするかも。SOGOは、このエリアではもっ
ともハイブランドのラインアップが多く、コスメ、ハンドバッグ、ファッ
ションなど、有名ブランドがそろいます。また、SOGOといえば、広いセ
ンターアトリウムで毎日のように開催されている特売セール！ 質がいい
ものを安く購入できるので、セールのスケジュールは要チェックです。ま
た、3階のスポーツ用品売り場は、かなり広めで「ワールドオブスポーツ」
をはじめ、複数のスポーツ用品店が入居。マレーシアではなかなか見かけ

おすすめ情報

SOGOの「Sカード」メン
バーになるといろいろお
得！ 購入額に応じても
らえるポイントを貯める
と、さまざまな景品と交
換で きるほ か、SOGOで
使える金券との交換も可能。セニョーム読者
限定で、無料で2年間メンバーになれるので、
この機会にぜひ！

S カードを
セニョ〜ム
読者特典

無料プレゼント

10月末までの期間限定。
※ LGF、GF、7階 の カ ス タ
マーサービスカウンターで
引き換えてください。

ないようなブランドやアイテムも見付かるかも!?
Kompleks SOGO, 190,
Jalan Tuanku Abdul Rahman, 50100 KL
10am-9pm
03-2618 1888
enquiry@klsogo.com.my

車がない人におすすめのデリバリー無料サービス。モール内で
RM 300以上購入した場合（モールから5km圏内。Sカードの提
示が必要）か、またはSOGOのオンラインショッピング（クラン
バレー圏内）で購入すると送料が無料に！ SOGOオンライン
ショッピングは食料品からブランドものまで充実の品揃えで、か
なり便利！
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