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特別企画

SOGO
そごう

お⼟産を買うならココ！
お菓⼦のラインアップが多彩！
電車でのアクセスも便利な立地のSOGOでは、輸入チョコレートやローカ

耳より情報

生 活 を も っ と 豊 か に 楽 し く して く れ る

購入 額に
「Sカード」 で、ポイントを
応じてもらえる
や

スーパーマーケット

景品
貯め ると、素 敵な
える 金 券
SOGO 店 内 で 使
250 以 上
と 交 換 も！ RM
発行中。
のお買い 物で 無料
会員 登
（RM12の 登録 費で

録もできます）

ルスナック、お茶やコーヒーなどの品揃えが充実。見やすい店内で、マレー
シアのお土産を揃えるのにうってつけのスーパーです。新鮮な野菜が並ぶ
サラダバーは近郊のオフィス勤務女性に人気で、昼時は多くの女性客で賑

買い物は近所のスーパーという方は多いと思いますが、たまにはちょっ
と足を延ばして別のスーパーに行ってみませんか？ 最近は、新しいブ
ランドのスーパーも続々登場し、他にはない商品を揃えたりと個性豊か
になってきています。宅配サービスもいろんなスーパーが始めているの
で、便利に活用すれば、生活がもっと豊かになりそう！

わいをみせています。スーパーの商品は200リンギ以上の購入で無料宅配
もしてくれます。たくさん買っても手ぶらで帰るので、車がない方も存分

日本へのお土産にぴった
りなお菓子やチョコのバ
ラエティに富んでいます。

にショッピングが楽しめます。さらに、生もの以外はオンラインショップ
も可能。お土産に最適な商品もウェブサイトからワンクリックで自宅まで
配送。また、日用品の種類も多彩でお買い得商品がたくさん！ 特におむ
つやベビー用品の品揃えがよく、小さいお子さんがいるお母さんにはとっ

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！

ても便利です。
Kompleks SOGO
190, Jalan Tuanku Abdul Rahman, 50100 KL
10am-9:30pm
03-2618 1888
www.klsogo.com.my

Kim’s Mart
キムズ

純韓国産のお米（8kg、
RM90）が9月に入荷 予
定。予約も可能！

耳より情報

マート

新鮮な野菜、⾼品質なお⾁！
デイリーに使える⾷材が豊富な韓国⾷材マーケット
店内に一歩踏み入れば、そこは韓国！

スーパー内の催しコー
ナーではお得な企 画
が目白押し！

が充 実！
日本 人好 みの 食材
リと 並ぶ
和食 の材 料が ズラ
して充実
日 本 食 売 場、 そ
ール売
コ
ル
の品揃えのア
人向けの
場、 健 康 志 向 の
がか なり
オー ガニ ック 売場
広くなりました。

GST ポイント

お米、調味料、インスタント食品、

冷凍食品などの食材からキッチン用具、日用品まで、韓国からの直輸入
品の品ぞろえの良さは驚きです。日本人には珍しい調味料、スパイスな
どの韓国食材や新鮮な野菜、果物に加え、自家製キムチ（10リンギ）や
お惣菜がリーズナブルかつとってもおいしいんです。そのお味は在馬韓
国人からもお墨付き。肉売り場では牛タンや豚肉などを販売。用途に応
じてスライスしてくれるので、焼肉やしゃぶしゃぶにとっても便利です。

耳より情報

併設するレストランでは本格的な韓国料理が気軽に楽しめ、3人前から

便利な宅配サ
ービスあり！
80 以 上 の 注 文
で
料配達。配達
時間は11am-9p 無
【レストラン】
m。
3人前から出前
が
可能。
11am-ラストオー
ダーまで。
【注文方法】
011-3397 9639
（レスト
ラン）
、016-9 04 06
20（スーパー
Ms.Kim）に SM
:
Sで 注 文 内 容
を送
信するだけとお
手軽ですョ！

出前もあり。お得なセットメニューはボリューム満点です。

【スーパ ー】
RM

No.7&9 Jalan Solaris 2, Solaris MontʼKiara, 50480 KL
9:30am-10:30pm 【レストラン】11am-10:30pm（LO 9pm）
03-6275 6010

ISETAN
イセタン

⽇本の⾷材がなんでも揃う!
ISETAN のフードマーケット
日系ならではの品揃えと品質を誇るISETANの「フードマーケット」
。日本

日本食売場はこの広さ！ 自
宅で和食をつくりたいときに
便利。日本人の口に合う寿司
や刺身を取り扱っている中島
水産も入っている。

De Market
デ

耳より情報

マーケット

タマンデサの⽇本⼈御⽤達
⽇本⼈向けサービス充実のスーパー

日本 酒
カウンター付きの
陳列さ
コーナー。美しく
から気
れた日本 酒のなか
イス。
にな るも のを チョ
、楽し
試飲もで きるので 。
ます
く選ぶことができ

日本人が多く住むタマンデサエリアのコンド「フェーバータワー」内に去

直輸入の質の高いフルーツや野菜は、日本人にもローカルにも大人気 !

年オープンしたスリコタ系列のスーパーマーケット。コンド内にあるとは

鮮魚コーナーには、その日の朝、併設のキッチンで調理された新鮮なお刺

とても思えない約1,850㎡の広さのショップには、ありとあらゆる雑貨と

身やお寿司がずらり。当日のみの販売で、翌日に持ち越さず、品質管理は

食品が並び、日常生活に必要なものはほぼすべてここでまかなえるほどの

徹底しています。他ではなかなか手に入らない日本製の練り物や干物、塩

充実ぶり。しかも、オーガニック、日本食、そしてアルコールの売場が以

辛などのおつまみ類も充実。ちょっと敷居の高い雰囲気のお肉コーナーも、

前よりグッと広くなり、品数も増え、日本人にとってますます便利になり

実はリーズナブルな価格で用途に応じたお肉を買うことができます。常時

ました。日系の魚屋「中島水産」の寿司や刺身が手に入るほか、一人暮ら

多数取り揃えた納豆、豊富な日本の調味料類など、日本の食材を求める人

しにはありがたいカット野菜、その場でつくってくれるフルーツジュース

にはたまらないスーパーです。

スタンドなど、ヘルシー志向で便利なサービスもいろいろ。淹れたてのコー
ヒーと焼きたてのパン、サンドイッチやケーキといった軽食が購入できる
「dʼCuppa Café」があり、軽食がいただけるテラス席はいい雰囲気。地ビー

【KLCC店】フードマーケット（Concourse Floor）

03-2382 7777
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10am-10pm

きれいで新鮮なお刺身や
お寿司が並ぶ。お家でつ
くるちらし寿司や手巻き
寿司の材料もここで手に
入ります。

ルの試飲会をしたりと、いつも何か新しいことに出会えそうなわくわく感
もいいですね。デ マーケットさえあれば、もう遠くまで買出しに行く必要
なし！

ワイン、ウイスキーなどさまざまな
銘柄がそろうアルコール売場。

こどもがいる方必見！
オーガニック売場がさ
らに充実！

1st Floor, Podium Block, Faber Towers, Jalan Desa
Bahagia, Taman Desa, 58100 KL
8:30am‒10pm 年中無休
03-7972 7606
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耳より情報
店のほ
1号 店 の パ ブ リカ に去
イツ
か、ダマンサラハ
laza Batai
年オープンしたP
のGlomic
店、TTDI 近 く
展 開中。
Mall店 の3 店 舗を
はもちろ
どの 店も 買い 物
で、生活
ん、食べて、飲ん
んなヒン
を楽しくするいろ
う！
トを見付けられそ

セクションごとにインテリアに工夫を凝
らしていて、歩くだけでもわくわく楽し
く、食材がおいしそうに見えてくる。

日本から直送の旬の野菜や魚介類を
マレーシアで楽しめます。

海外から輸入したおしゃれなパッケージ
の食材や調味料がたくさん。初めての料
理に挑戦してみたくなりそう!?

耳より情報

Plaza Batai店には緑に囲ま
れた雰囲気のいいテラス席
もある。買い物に来たつい
でにリフレッシュ！

ス バ ンジャヤ のC
ourtyard、
Tropicana Avenu
e、バンサー
サ ウ ス のKL Ga
teway Mall、
チェラス のIKEA
に隣 接し た
My Tow n Sh op pin
g Ce ntr e
も近日オープン！

冷蔵食材コーナーには、日
本のこんにゃくや豆腐、漬
物のほか、生パスタまで揃
います。
3店舗とも外国人が多く住
むエリアだけに、レベルの
高いパンやコーヒーがいた
だける。

5.90リンギ均一のコーナー
で は 月 替 わりで お 得 な ス
ナック類を販売中！

Ben’s Independent Grocer (B.I.G.)
ベンズ

イ ンデ ィペ ンデ ント

グ ロー サー

料理や⽣活を楽しくしてくれるヒントが満載のテーマパークのようなスーパーマーケット
B.I.G.は新感覚のグローサリーショップ。家族のための日々の買い物がわ

Wiched」
。コーヒーラウンジ「Plan B Roasters」では焙煎したてのコーヒー

くわく楽しい体験に大変身するきっかけをくれる、そんな場所です。果物、

で一服したり、テイクアウトも可能。焼きたてのケーキ売場が隣にあり、

野菜、肉や冷凍食品のコーナーといった一般的なスーパーとはまったく違

甘い香りの誘惑から逃れるのはかなり難しそう！

ビレ ッジ

グローサ ー

クオリティスーパーのパイオニア

クッキングクラス「Masak-Masak」では、4歳以上ならこどもも大人も

Village Grocer の始まりは1950年代のこと。当時はGombakの地元民が

特に2011年の1モントキアラ店のオープンにより、在馬日本人の生活が

なくなるような仕掛けがあちこちに！ 「Botanical Produce」では、採れた

簡単でおいしいレシピで料理を学び、また、おいしく食べ物をいただくと

利用する小さな日用雑貨店でした。創業者のオン氏はオーストラリアで約

より便利に快適になりました。お客さんのニーズに応え、1モントキアラ

てのフルーツと野菜を選び、お次は高品質の肉を好きな分量だけカットし

はどういうことなのか学べます。いわば、食いしん坊と、おいしい料理の

20年間エンジニア職についていましたが、マレーシアに戻って家族の営む

店は日本食材の種類が他店より豊富で、特に冷凍・冷蔵食品の品揃えはピ

橋渡しをしてくれる料理教室なのです。季節や年中行事に合ったさまざま

雑貨店の経営を手伝うことに。1997年、
GombakにてPasaraya OTKを開業。

カイチ。お刺身や日本の魚を扱う中島水産も入っているので、気軽におい

な料理が学べるほか、パーティーやイベントへのケータリングも可能。

日用雑貨だけでなく、生鮮食品も扱うスーパーマーケットの業績は良好で、

しいお寿司をテイクアウトすることもできます。

う、BIGの「小さな商店街」に一歩入れば、毎日の買い物が楽しくて仕方が

てくれる「Barn Butchery」のコーナーへ。
「Bon Gourmet」には、世界中
から各国料理の食材が大集合。
「Malaya Kitchen」ではアジア各地の料理に
必要なスパイスなどがそろいます。パーティーコーナーは自宅でイベント

2000年にはセントゥル、2003年にはプチョンにも同スーパーマーケット

をするときには役に立ちそうなものがそろい、見るだけでもわくわく♪

をオープンしました。さらに、2004年のBagnsar Villageのオープンに伴

B.I.G.の店内は、工夫を凝らしたディスプレイやアップビートな音楽、種
類豊富な試食など、家族全員で買い物が楽しめるようなつくりになって
いますが、それだけではありません。B.I.G.には、オリジナルのこだわり
あふれるレストランもたくさん入居しているのです。例えば、B.I.G.オリ
ジナルのベーカリー「B.Read」と連携しているサンドイッチショップ「Bʼ
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Village Grocer

Lot 1A, Level UG, Publika, Jalan Dutamas
1, Solaris Dutamas, 50480 KL
03-6205 2036
【Plaza Batai店】 Lot 6, Jalan Batai, Damansara
03-2093 7358
Heights, 50490 KL
【Glo Damansara店】 Glomac Mall, Lot LG01, Lower
Ground No. 699, Jalan Damansara, 60000 KL
03-7733 6363
9am‒10pm
Benʼs Independent Grocer
bensindependentgrocer
http://thebiggroup.co/BIG/
【Publika店】

新鮮な野菜、品質の高い肉類、魚介類をリーズナブルな価格で提供して
くれる、コストパフォーマンスに優れたスーパーマーケットです。

い、アンカーストアとしての出店を決意。バンサー在住のトレンドに敏感
な富裕層や外国人向けに、世界各国からの輸入品をはじめ、クオリティの
高い生鮮食品、オーガニック食品などの販売に特化したスーパーマーケッ
ト、Village Grocerが誕生したのです。当時、日系スーパー以外では入手困
難だった日本の食材も気軽に購入できるようになりました。

【Mont Kiara 店】 LG-1, 1 Mont Kiara, No.1, Jalan Kiara,
Mont Kiara, 50480 KL
8:30am-10pm
03-6204 9933
その他の店舗：Bangsar Village 店、Sunway Giza店、
Atria Damansara店、Citta Mal店、Avenue K 店
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野菜や魚は地場産のものも多く、
その分新鮮！

The Intermark店は、まる
でヨーロッパの町に迷い
込んだかのよう。専門店
が充実していて見ている
だけでも十分楽しめます。

耳より情報

自慢のベーカリーカフェのスイーツは持ち帰っても、その場でコーヒーといただいても！
野菜や果物には産地やグレードを
わかりやすく記載。安心して購入
できます。

■スーパーマーケット HERO MARKET

採れたてのフルーツは種類が豊富。手にとって選
べるのもいいですね。

Grocer
毎 週 土 日 にJaya にて
のBoschパ ントリー 細
。詳
料理教室を開催中 中！
公開
はFacebookにて

クランバレーで19店舗を展開
【KL】
Berjaya Times Square
TTDI
Bandar Sri Damansara
Wangsa Maju
Sg. Besi
Cheras Sentral
Bandar Sri Permaisuri
【Selangor】
Nova Saujana
Puncak Jalil
Festival Putrajaya
Melawati
Kelana Jaya SS6
Taman Dagang

Kota Kemuning
Meranti Jaya
Bt.14 Kg.
Kg. Baru Subang
Seksyen 27
Seksyen 13

魚はさばいてくれるし、肉は好きな
部位を必要な分量だけ切り分けて
くれるので便利！

新鮮な魚介類のほとんどは、毎朝近郊の
漁村から直送。新鮮でお買い得！

■コンビニスタイルのHero Mart
クランバレーで5店舗を展開
【KL】
Bukit Jalil
【Selangor】
Sri Subang
Bukit Gasing
Sri Serdang
Rasa Sayang

hunksʼsが厳選したサラミと
チョリソで今夜はワインで乾杯！

HERO MARKET
ヒ ー ロー

新鮮でしかも納得価格！

新鮮でリーズナブルな価格の食材や、お菓子やパンの材料を探してい
食材がそろうスーパーマーケット。おすすめポイントは以下の５つ。
● お菓子とパンの材料が豊富：手作りスイーツやパンをつくるのが好き
だけど、材料や道具の専門店が見付からない、という方。HERO MARKET
は製菓、
製パンの食材や器具が豊富にそろいます。ぜひ一度のぞいてみて！
● 新鮮フルーツと地場産の野菜：キャメロンハイランドの農場から毎日
届けられる地場産の野菜のほか、採れたての新鮮フルーツも！

Jaya Grocerでは、肉類や魚介類を独自のルートで仕入れて販売してい

Jaya Grocer でおすすめなのが、イギリスのヨーグルト「Corner」
。濃

舗（TTDI、Kota Kemuning、Sri Damansara、Nova Saujana）に入居。必

ます。例えば牛肉だと大きな塊をオーストラリアから直輸入。自社工場で

厚なヨーグルトにトッピングがついていて、とってもおいしいんです。年

要な部位を、好きな大きさに切り分けてくれます。

パッキングするので品質管理はもちろん、リーズナブルな価格で提供でき

内はJaya Grocerのみで独占販売中なのでお見逃しなく。他にもオースト

● くつろげるベーカリーカフェ
「Mello Yello」
：焼きたてのパン、
サンドイッ

るのです。ここでJaya Grocerの楽しみ方をご紹介。Jaya Grocerはただの

ラリアやヨーロッパ各国からの商品がたくさんありますョ！

チのほか、
illyのコーヒーもいただけるベーカリーカフェ。イートインスペー

スーパーではありません。店舗によって「Fresco」というレストランを併

スもあり、香ばしいパンや淹れたてのコーヒーの香りでリフレッシュ♪

設。肉類、魚介類のパッケージに「Fresco cook for you」の緑のシールが

内にもJaya Grocerがオープン！

貼ってあれば、それを購入しレストランへ持ち込むと、素材を活かした

とっても便利です。

HERO MARKETは、
TTDIやタイムズスクエア
（LGフロア）
など全19店舗、
そのほかコンビニスタイルのHero Martがクランバレー内に5店舗を展開
しています。新鮮食材を賢く手に入れるなら、Heroで決まり！

試食を通して好みの物をチョイスできるほか、パーティ用のターキーやハ

に入ることで一躍有名になった肉屋「Raw Meat」がHERO MARKETの4店

※その他店舗は上記コラム参照
http://heropc.dyndns.biz/hero̲member/

タマンデサエリアからのアクセスも

調理法で調理してくれるのです。Jaya Grocer ならではのこのサービスを
の「hunkʼs」では、スペイン産のチョリソやイタリア産のサラミがずらり。

【タイムズスクエア店】 Lower Ground Floor
8:30am-10pm
【TTDI店】 C-1-1 to C-1- 9 Ground Floor, TTDI Plaza
9am-10pm

10月2日にオールドクランロード沿いの新しいモール「Pearl Suria」

「GROCERANT＝ Grocer＋ Restaurant」と呼びます。また、豚肉コーナー

Melintang やPantai Remisなど）で獲れたピチピチの魚がズラリ。リクエ
● 豚肉で有名な「Raw Meat」が入居：TTDIで創業し、質のいい豚肉が手

グローサ ー

10⽉2⽇にオールドクランロードの「Pearl Suria」に新店舗オープン！

● 充実のシーフード売場：マレー半島西海岸の漁場（Kuala Perlis、Hutan
ストに応じてさばいてくれるサービスもあり、なかなか便利。
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ジャヤ

マーケット

お菓⼦やパンの材料や器具も充実

る方におすすめ！ HERO MARKETは、
「新鮮」で、しかも「納得価格」の

Jaya Grocer

ム、チーズ、サラミのプラッターなどを人数に応じて予約注文することも
可能。
併設のリカーショップでは様々なワインを取り揃えており、
特に
「The
Intermark」店で月に1回開催されるワインテイスティングは大好評です。

【The Intermark 店 】Lower Concourse, The Intermark,
348 Jalan Tun Razak, 50400 KL
その他の店舗：Verve Mont Kiara, Damansara Perdana,
Jaya 33, KLIA2, Evolve Ara Damansara, Ipoh Parade,
他10店舗。
10am-10pm
03-2161 1323
www.jayagrocer.com
Jayagrocer
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耳より情報
ワインコーナ
ーで は専 属
ソムリエ が 常
駐
ほか、定 期 的 して い る
に
イスティング ワインテ
を 開 催。 新
着 情 報 は Face
book ペ ー
ジにて公開中
。

Jasons Food Hall
ジェイソン ズ

耳より情報

レッドティック

9月 より、 日 本
から空 輸
の魚 介 類 宅 配
を
自宅にいなが 開始！
ら旬の海鮮
を日 本 か ら お
取り寄 せ。
価 格 もリーズ
ナブル に 展
開 中！ ぜ ひ
お 試しくだ
さい！

⽇本から週1空輸を開始！
オンライン注⽂で⽇本の海鮮が⼿に⼊ります‼

フード ホール

選び抜かれた⾼品質の輸⼊品がたくさん
買い物が楽しくなる本格志向スーパー

毎日ローカル産を中心とした新
鮮な野菜、果物、魚介類を入荷。

Red Tick

ワインのことならなんでもお任せ！ フランス出身
のソムリエ、セバスチャンさんに聞いてみよう！

日用雑貨から生鮮食品まで、幅広い品揃えを誇るRedtick一番の自慢は、

外国人御用達の「Jasons Food Hall」は、厳選された高品質のハムやチー
ズ、ワインを種類豊富に揃え、まるで小さな専門店を訪ねているようにお
買い物が楽しめます。各セクションでは、プロのアドバイザーが産地や味

ヨーロッパ各国から輸入した珍しいチーズが山盛り！ こちらも
チーズ専門家が常駐。気になるチーズは試食もできる！

わいの特徴などを説明しながら、試食を通してお客さん一人ひとりに合っ
た商品をおすすめしてくれます。専属ソムリエ常駐のワインコーナーでは
テーブルワインから高級品まで幅広く揃えているので、予算に合わせて最
適なものを選べます。8,000 〜 9,000もの品揃えはマレーシア屈指。テイ
スティングや、ゲストトークを楽しめるワインフェアも随時開催していま

週1回築地より海鮮を空輸し、それをお客さんのお宅まで配送するサービ

す。新鮮なオーガニック食材もJasonsの魅力。マレーシア国産品をはじめ、

スを開始したことです。ウェブサイト上にある希望の商品をクリックして

卵や野菜などめずらしいオーガニック食品が勢揃いです。じっくり見て回

注文完了。金曜日の 0時までに注文すれば、翌週の水曜日に宅配されます。

まずはウェブサイトをチェック。
メンバー登録して、最新お買い得
情報をGetしよう！

スーパーにはいけすもあり、ローカル産の魚介類も豊富に取り扱っていま

りたくなる、洗練されたスーパーマーケットです。

G1, Ground Floor, Bangsar Shopping Centre, 285, Jalan
Maarof, 59100 KL
8:30am-10pm
03-2094 29006
www.jasonsfoodhall.com.my
Jasons Food Hall

す。野菜や果物も新鮮そのもの。宅配後気に入らないものがあれば返品可
能と安心のサービスを提供しています。日本の食材を含む取り扱い商品数
は1万点以上！

お菓子、インスタント食品、
調 味 料！ Matsuri Martの 中
には日本の定番商品がいっ
ぱい！

オンラインショップは午後6時までに注文すれば翌日午

前10時〜配送されます。24時間注文受付、RM150以上のお買い物でク
ランバレー内なら送料無料。

オンラインショップ：http://www.redtick.com/
SetiaWalk, Block D, Unit D-8-6-,
Persiaran Wawasan, Pusat Bandar Puchong, 47160
8am-11pm
Puchong, Selangor
【サイバージャヤ店】 P5-01, Jalan Multimedia, 63000
Cyberjaya

耳より情報

【プチョン店】

HappyFresh
ハッピー

い上 げ
RM20 0以 上 お 買
サービ
の方には無料配送 半径
（購入店から
スあり。
10Km 以内まで）

報
耳より情

フレッシュ

お気に⼊りのスーパーで
代わりにお買い物 ! ⽞関までお届け!
HappyFreshは2014年に始まった、東南アジアで急成長中のオンライン

ー
定プロモ
ム読 者限
セニョ〜 ド！
M01」
ー
ションコ HAPPYSENYU 上購
「
注文時に れば、RM150 以 実
を
と入力す OFF＆無料配送 引
割
入で10％ 回限定、最高
初
施中！（
0）
額 RM2

買い物代行サービスです。ウェブまたはアプリで、自宅から6 〜 8km圏

ングを受けたショッパーが厳選してくれるので、安心して任せられます。

Mercato ならではの直輸⼊品がいっぱい
「Matsuri Mart」は⽇本⾷品専⾨店 !

また、海外大手スーパー「Waitrose」
、
「Monte Verde」
、
「Casino」のプラ

指定することができ、なんと最短では、注文から1時間で届きます。商品
特別なトレーニ

パビリオン店のリニューアル後には、旬の野菜や果物
の品揃えが今まで以上によくなります！

の新鮮な食材が揃い、特に野菜やフルーツはどれもとってもフレッシュ。

熟練のショッパーが買い物をして、玄関まで届けてくれます。配達時間を

RM 8〜14。RM150以上のお買い物でなんと無料に！

メルカート

世界中から集めた直輸入製品が魅力のメルカート。日本を含む、様々な国

内のHappyFresh提携スーパーを選択し、購入したいものをクリック !

が売り切れの場合、必要であれば代用品を購入するサービスも。宅配費は

Mercato

宅配は私たちにお任せください！

イベートブランド商品を取り扱うほか、店内には、日本、韓国、台湾など
様々な国の製品を取り揃えています。また、パビリオン6階にある姉妹店
「Matsuri Mart」には、日本の製品がずらり！

お菓子やカップ麺などの

インスタント食品はローカルの間でも大人気。メルカートパビリオン店は、

メルカートにしかない輸入品はこれ
が目印！

今年10月から11月末まで大改装を行います。リニューアル後はJalan
www.happyfresh.com アプリ：Happyfresh

Raja Chulan沿いのタクシー乗り場から直接メルカートに入れるエントラ
ンスを設け、オイスターバー、コーヒーバーなどのイートインスペースが
できる予定。日本から直送の新鮮な野菜売り場も拡大し、店内も広くなる
など、さらに便利になる予定です。
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【Mercato Pavilion 店】 Lot 1.01,Level 1, Pavilion Kuala Lumpur, 168, Jalan Bukit Bintang,
03-2143 0066
10am-10pm 年中無休
55100 KL
【 ハタマスショッピングセンター店 】G26, Lower Ground Floor, Hartamas Shopping Centre, 60,
Jalan Hartamas 1, 50480 KL
03-6201 1561
8:30am-10pm 年中無休
www.mercato.com.my

16

