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ベーカリ ー

Tedboy Bakery

ૺ
 ૺ

ାૺସତୈᝋଙଜૺୁ୩ரତ౦ఱଡఱᒩ
ஞஞரସଜଅୂୁரୟஞர
られているパンは、オーナーにとって「息子のテッドのような
オールデーブレックファースト、

サンドイッチ、ピザ、パスタなどはどれも健康への気遣いが感
じられるもので、
お腹にも優しい。
食後はおいしいケーキとコー

マレーシアでは、ここ数年、
ヨーロッパスタイルの本格的なベーカリーがどんどん増えているようです。
また、ベーカリー＆カフェスタイルのすてきなインテリアのお店もよく見かけますね。
今回は、質にこだわったおいしいパンがいただけるベーカリーを集めてみました。
焼きたてのパンと、おいしいコーヒーがあれば、1日を幸せな気分で始められそうですね！

ヒー、または紅茶でも飲んでくつろぎたくなるような居心地の
ブレッド、ペストリー、ケーキなど、愛情がたっぷり込められているから、ホッとするおい
しさ。

ଏଏଷ
ᅣ

ଏୁ
Ὕ

B a ker y

パンやペイストリーは、すべて手作り。焼きあがって棚に並べ
大切な存在」なんだそう♡

அଥଵଠୈ႒ଡ

いいカフェも併設されています。こどもが遊べるスペースもあ
るのでママ会にもおすすめ！

特別企画の内容は、セニョ〜ムのホームページ www.senyumpress.com で公開しています！

● バンサーから15km圏内なら宅配サービスあり。
【注文】1300-80-1008 ※ 最低注文額 RM50
【配達時間】10am-7pm

【本店】10, Jalan Telawi 4, Bangsar Baru, 59100 KL

03-2202 1312
【バンサーサウス店】G-11, The Sphere, Bangsar South
【ブキビンタン店】Ground Floor, Menara Standard

● バンサー店以外に、オフィスで働く会社員向けのTedboy Expressがバンサーサウス
とブキビンタンにあり、健康的なパンが手軽に買えて便利。

Chartered, Jalan Sultan Ismail
manager@tedboy.com
www.tedboy.com
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The Loaf
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日本の味と質をマレーシアに導入し、ベーカリーブームに火を
付けた「ローフ」。化学品は一切使わず、輸入品か、ナチュラ
ルで高品質な地場産の素材のみを使用。最近人気なのがクリー
ミーあんぱん。フレーバーはフレッシュな生クリームのほか、
エスプレッソと緑茶風味があり、ハマります！

日本人 好みの
ナッツやドライ
フルーツが入っ
たハード系のパ
ンもおいしい。

パンとペスト

リーはコーヒーなどと一緒に店内でいただくのも、お持ち帰り
ちょっと甘いパン生地にあんことクリームがダブルで入っていて、リッチな味わい！
雰囲気がよく、どの店舗も店内やオープンデッキの席でくつろぐ人でにぎわっている。
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も可能。また、
惣菜パンやパスタなどさまざまなカフェご飯を、
朝食、ランチ、ディナーでいただけます。

【メンバー特典カードを購入すると】
① 購入金額合計の5％のクレジットが貯められる。※ RM1ごとに5セン
② 月毎のセレクトアイテムがメンバー特別価格で購入できる。
③ パン、ペストリー、ケーキ、クッキーが10％割引きに。
※ ドリンク、アラカルトには適応不可。その他の特典との併用不可。
④ メンバー特待日に限定割引あり

【KUALA LUMPUR】Pavilion KL・Bangsar Village Ⅱ・
Empire Shopping Gallery・KL Sogo・Nu Sentral・
Avenue K・Great Eastern Mall・Sunway Pyramid・
KLIA2・Mitsui Outlet Park, KLIA・DPulze Cyberjaya・
Cheras Sentral Mall
【LANGKAWI】Cenang Mall ・Telaga Harbour Park
www.theloaf.com.my
theloaf.net

レ イ ンフ ォレスト

白を基調としたヨーロッパ風の
インテリアは、エレガントでホッ
と落ち着く雰囲気。

ベーカリ ー

Rainforest Bakery

お店の名前の「Boite a Bijoux」はフランス語で「宝石箱」の
意味。その名の通り、輝くようなおいしさのパンでいっぱいの

イギリスにある製パン専門学校を卒業後、ヨーロッパ各地で修

ベーカリーです。オーナーのマーカスさんが常にこだわってい

業を積んだジェシーさんがオープンしたのが、ここレインフォ

るのが、
「質」と「健康」
。例えば、もっとも重要な原料の小麦

レストベーカリーです。ペナンでは数少ない本格的なヨーロッ

粉は日本と台湾から仕入れているし、バター不使用、砂糖控え

パ仕込みのパンが食べられると、欧米人客が多いのも、パンが

めでライ麦やナッツ、ドライフルーツなどを使った「ヘルシー

隣のマグショットカフェは、ジェシーさんの

幼友達で大親友のトリスタンさんが経営するカフェです。挽き
たての香り高いコーヒーとともに、レインフォレストベーカ
リーで買ったパンをいただくのもグーッド！

Boite a Bijoux
୩୭ஞତఱᒩႢଂୖ୷୳ଡ
ୟஉ୭୳டତውႢᧄୈர
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おいしい証拠！

ボ イ テ ア ビ ジ ュー ク ス

ブレッド」はおいしくて健康的と大人気。天然酵母のパンは人
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健康に気を使っている方におすすめ！
砂糖不使用なのに、とろけるおいしさのチーズケーキ（写真上。RM50/500g）
。

気ですが、手間がかかるので毎日たくさんは焼けないのだそう。
日本人にもおなじみのデサスリ店に加え、4月にアップタウン
にカフェスタイルの新店舗がオープン。焼きたてのパンやペス

レインフォレストでは毎朝3時に仕込みに入る。現在販売されているパン全24アイテムの
うち目玉は、フランス直輸入のバターを使ったクロワッサン（RM4)。

トリー、ケーキを販売しているほか、アラビカ種の豆を使った
淹れたてのコーヒーもいただけます。ここでぜひ試していただ
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36, Jalan 25/70A, Desa Sri Hartamas, 50480 KL
03-6211 8853
9am-10pm 年中無休
【アップタウン店】 97, Jalan SS 21/37, Damansara Utama, 47400 PJ
8am-10:30pm、土日：8:30am-11:30pm
boite a bijoux
【デサスリ店】

毎週水曜日は、無料デリバリーデイ。購入金額に関係なく、ジョージタウン、
タンジュントコンエリアへ配送してくれます。

300, Chulia Street, 10200 Georgetown,
Penang
9:30am-6:30pm
012-405 6276

きたいのが、ポルトガルタルト、ヨーロッパスタイルのソフト
ブレッド、砂糖を使っていないチーズケーキ。焼きたてのパン
の香りでいっぱいのカフェで一息つきたいときにおすすめです。
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自慢のクロワッサン。芳ばしいバターの香りが鼻
をくすぐり、食欲を刺激します。焼きたてのパリッ
とした食感はたまらないおいしさ。

厳選したパンやスイーツが1モントキアラのカフェ、O' Coﬀ ee Clubでもい
ただけます。

ブラウンを基調とした店内はほんわ
かとしつつ高級感あり。ショッピング
中に一息つくのにピッタリの雰囲気。
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5月は、一周年を記念
して さ ま ざ ま なプ ロ
モ ー ション が 展 開 さ
れる予定なので、フェ
イスブックをこまめに
チェックしよう！

クロ セリエ アー ティサン

ベーカリ ー

バイ

オ ・コ ー ヒ ー ク ラ ブ

Croisserie Artisan Bakery by O’Coffee Club
୪୴ஒ୩ଞୖஞୖ୫୷ஈரடଡୁୣரଝᛀତரୟஞர
マレーシアのいろんなトップ10ランキングを発表しているウェブメ

そんな上質のおいしいパンは、やっぱり薫り高いコーヒーと一緒にいた

ディア「tallypress.com」が「クランバレーで一番のベーカリー」に選ん

だきたいですよね。「OʼCoﬀee Club」のコーヒーは、質が高く、コーヒー好

だ話題のお店。まず試して欲しいのがバターの薫りが芳ばしいフレンチ

きも納得の香りと味。休日の朝をここで過ごせば、もう幸せ♪

クロワッサン。デニッシュ系もおいしくて、
なかでもアップルデニッシュ

ンサラとPJのアトリアショッピングギャラリーにあるべーカリー＆カフェ

はピカイチ。ほかにも、パンドミー、キッシュ、カヌレ、バゲットなど

「Croisserie Artisan Bakery by OʼCoﬀee Club」2店 舗 の ほ か、 カ フ ェ「Oʼ

定番ブレッドのほか、
マレーシアで人気の日本風の「お焼パン」や、ジャー

Coﬀee Club」が、1モントキアラ、KLCCの紀伊國屋、ガーデンズモールの３ヵ

マンプディングタルト、Bamboo（抹茶ケーキ）など幅広い人気商品が

所にあり、ここでは全種類ではないですがこだわりのパンやケーキがいただ

楽しめる。このベーカリーを2011年に立ち上げたのは、パンが大好き

けます。

なベーカリーシェフ、リムさんを中心にしたチーム。2015年にシンガ
ポールのカフェ「OʼCoﬀee Club」と提携し、
「Croisserie Artisan Bakery
by OʼCoﬀee Club」として生まれ変わりました。毎日手作りすることに
こだわり、小麦粉やバターはフランスか日本から仕入れ、その他の素材
も質が高いものを選んでいます。

プラザダマ

【Plaza Damansara店】No.14 Jalan Medan Setia 2, Plaza
Damansara, 50490 KL
月〜土 : 8am-8pm、日祝 : 9am-6pm
03-7733 3436
【Atria Shopping Gallery店】C35, Concourse Floor, Atria
Shopping Gallery, Jalan SS22/23, Damansara Jaya, PJ
10am-10pm 年中無休
03-2011 3727
Croisserie
Croisserie
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