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4x4 Academy
4WDで楽しむアウトドア。4WD教習からツアー、修理までのワンストップセンター
4WDがあれば、アウトドアライフ感が倍増！

山あり、谷あり、

川あり、泥ありのマレーシアの熱帯雨林を駆け巡るオフロードツ
アーが最近、世界各国から注目を集めているそうです。「4x4アカ
デミー」はそんな国内ツアーをはじめ、世界各国のオフロード（シ
スムニエにある教習所では、
こんなオフロードの運転実習あり！

ルクロードなど）を巡るツアーを20年以上も手掛けてきたパイオ
ニア。また一般及び企業向けの「4WD教習」も実施するほか、修
理工場も併設。企業向けの教習ではSBL（訓練助成金）の対象とな
るため、マキシムやセルコムなどの技術者もここで訓練を受けてい
ます。

4WDで行くキャンピング
ツアーも開催｡ キャンピン
グツアーで はマキ割りや
火のおこし方、救 急 法ま
で教えてくれます。

4x4 Academy

No. 1&3 GM, Jalan Perdana 6/8, Pandan Perdana, 55300 KL
03-9200 9844

マレーシアで始めるアウトドア

outdoor shops
＆ activity
マレーシアは身近にたくさんの自然が溢れる緑豊かな国です。キャンプ、ハイキング、
サイクリング、マラソンなど気軽に誰もが始められるアウトドアアクティビティの施設
やイベントも充実してきました。今号ではオーナー自らが虜となった分野を突き詰めた
結果オープンした、こだわりの店をご紹介します！ 初心者からプロ級までをサポート
してくれる信頼できるお店で、新しいことを始めてみませんか？

offroad@4x4malaysia.com.my

skinnersとビブラム・ファイブフィンガーズ。

Megabassはじめ 他 店にはな
いブランドを取り揃える。

2シーズン〜 4シーズン対応のソックス。
どれもダブルレイヤー（二重縫製）によ
る防水性、速乾性が特徴。

創業から約35年の歴
史を感じさせる店構
え。店 内はフィッシ
ングファンを満足さ
せてくれる豊富なグッ
ズが溢れています。

KEPONG TACKLE
釣り人に愛され続けて34年、マレーシア一の老舗釣具店
1985年創業、マレーシア最大手の釣具卸し＆小売店「Kepong

オーナーこだわりのアウトドア用品を取り揃えたスペシャリティストア

Tackle」は、日本のメーカーをはじめ、質の高い海外ブランドを多

2007年バンサーにショップがオープンし、今年12年目を迎える

く取り扱っています。なかでも、日本のダイワやシマノとは直接取

YELLOW STONE。スタッフのほとんどがネイチャーガイドを本業

引があり、Shimano公認のサービスセンターでもあるのです。

としているためか、国内外の山にも詳しく、頼れるアウトドアショッ

マレーシアだと、ここでしか取り扱いのない釣り具もたくさん。

プ だ。Lafuma、Millet、EiDER、Osprey、FJALLRAVENな ど 国 際

例 え ば、MEGABASS、GOSEN、VANFOOK、XESTA、 ヤ マ シ タ、

的ブランドを取り扱う一方、アウトドアナイフのマレーシア国内ブ

マリア、WATERLANDといった有名ブランドに関しては、独占販

ランド myparangなども取り扱う。

売権ももっているほどです。

オーナーのンさんによると「今シーズンオススメ商品は、シュー

オーナー自身が釣り好きでこだわりがあるからこそ、釣り人の
ニーズを満たすことができるのです。サービスも良く、知識豊富な
スタッフが丁寧に教えてくれるので、マレーシアの釣り事情を知り
たければ同店を訪れることをおすすめします。
初心者からプロ級まで、ローカルアングラーからの信頼が厚いの
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yellow stone

も納得です。

Kepong Tackle Sdn Bhd
No. 62-68, Jalan Besar Kepong, 52100 KL
03-6274 0460
012-253 7117（Mrタン・マネージングディレクター）
月～土11am-9pm 日・祝日11am-5pm
www.kepongtackle.com
info@kepongtackle.com

セニョーム読者限定

15％

ズとソックス。近年は、ランニングを楽しむ方も増えてきました。

割引

ロードラン、トレイルラン、ハイキングと目的に合ったシューズ選

2019 年6月30日まで

Lafuma Shops
YELLOW STONE
No.16 (Ground Floor), Jalan Telawi,
Bangsar Baru, KL
03-2287-1118
11am~9pm
customercare@lafuma.com.my
lafumalaysia

びは非常に大切です。ミニマリストランナーのためのskinnersや
５本指シューズビブラム・ファイブフィンガーズも人気」。ハイキ
ングやトレイルランなどのイベントも定期的に行っているので興味
のある方はHPをご覧下さい。

本 誌 持 参 もしくは、 右 記 xnocs.com
オンラインストアにてプ ロモコ ード
"senyum-xnocs"を入力してください。

XNOCS (online store)
xnocs.com/blogs
xnocs
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The Polished Edge
ナイフの切れ味が悪くなったらここ！ 研ぎ師のいるアウトドアナイフ店
アウトドアライフをより便利に、より深く楽しませてくれるのが、

「ポリッシュド・エッジ」オリジナルのアウトドアナイフ。

サバイバルナイフとも呼ばれるアウトドアナイフ。ここ「ポリッ
シュド・エッジ」は、折り畳みナイフの人気ブランド「スパイダル
ゴ」や「ZT（ゼロ トレランス）
」
、
「リアート」
、
「TRC」はじめ、シー
スナイフやコレクター用のカスタムナイフを扱う専門店。しかもス
ゴ腕の研ぎ師が常駐するというメチャイケ店。だから切れ味の悪く
なったナイフを持って行けば、新品同様の切れ味に蘇らせ、刃を鏡
のように「キラリ」と輝かせてくれます。マニアックな商品なだけ
に客は皆いつの間にか友達に。店内はいつも賑やかで楽しそう。

スゴ腕研ぎ師のローさん。

ナイフはたちまちこんな
ミラー状態に！

The Polished Edge

A-18-03, Tropicana Avenue, No.12 Persiaran
Tropicana, 47410 Selangor
016-801 1621 *来店の際は事前に予約要。
https://thepolishededgeblog.wordpress.com
The Polished Edge

3、
6、
10人乗りの3機が運航中。
家族や友達と一緒に、
鳥になっ
た気分で空からの眺めを楽し
んじゃおう！

corezone

MYBALLOON ADVENTURE

巨大な店舗で、クライミングはじめアウトドアの様々なシーンを演出！

風の赴くままに空の旅 ! 眼下に広がる大パノラマを独り占め！

マレーシアでアウトドアを楽しんでいる方なら一度は聞いたこと

でツーリングしたり、ジャングルを数日間走り続けた強者たちが同

1995年、マレーシア初の気球操縦者が誕生しました。彼の名

があるはず。2005年にPJのSS12にオープンし、店舗拡張のため

店に集まり、店は彼らのスポンサーをしています。これぞコアゾー

はキャプテン・カイルディン。個人的な趣味で始めた熱気球が、

の説明を受け、7時半にテイクオフ！

昨年にスンガイブロー病院の近くに移転したアウトドア専門店「コ

ン精神！

キナバル山の登山はじめ、当地でアウトドアを始めたい

2009年初開催の「プトラジャヤ国際熱気球フィエスタ」の運営に

分～ 1時間かけて空の旅を楽しみます。風向きにもよりますが、美

アゾーン」。店舗面積は4,500スクエアフィート。オーナーは高校

人にとって、グッズはもちろんのこといろんなアドバイスが聞ける

発展、同イベントは今年10周年を迎えました。彼のマレーシアに

しくユニークな建築物が集まるプトラジャヤやKL方面の景色はも

時代にクイーンズスカウトを取得し、アメリカに留学中はロックク

お勧めのアウトドア専門店です。

おける熱気球産業に及ぼした偉大な功績を引き継ぎ、MYBALLOON

ちろん、緑豊かなマレーシアならではの大自然まで一望できます。

ADVENTUREは、あらゆる関連事業に取り組んでいます。

空の旅を楽しんだら、近くのホテルに移動してビュッフェスタイル

ライミングに夢中になったという本格派。だからか、店内にはクラ
イミングウォールを配した専門コーナーも。実際にシューズを試し
ながらクライミングのイロハもアドバイスしてくれます。取り扱う
ブランドやアイテムもアウトドアファンには見逃せないものばか
り。例えば、Gregory、Lafuma、Millet、EiDER、LA SPORTIVAなど、

Buff Trail Run
開催日時：7月21日（日）7am
*トレイルコース 12キロと17キロの２つ（詳細は本誌 P.6）。

誰もが知るブランドが多数を占めます。
ランニングを楽しむマ

レーシア人も増え、アウトドア用品を売るショップだけにとどまら
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天候状況によりますが、45

MYBALLOON ADVENTUREは「Air Operating Certificate (AOC)

の朝食を堪能したのち、気球体験証明書の授与が行われ、10時半

＝航空運送事業許可」を取得した、熱気球ツアー業も担っており、

にホテルに向けて出発・解散という流れ。7歳以上、122㎝以上の

熱気球での空の旅を誰でも安心して体験できるようなサービスを展

こどもから参加可能となっています。

開しています。
お す す め は、 毎 日 運 航 中 の「 ア ド ベ ン チ ャ ー パ ッ ケ ー ジ

昨年コアゾーンが主催した「Buff Trail Run」が大成功に終わっ
たこともあり、今年も7月に開催決行！

午前6時15分にホテルを出発、7時に軽食を楽しみながら搭乗前

ず、アウトドアライフの普及に広く貢献しています。砂漠を自転車

Corezone

LG-02, Lightbox, 29, Jalan LGSB
1/1, Pusat Komersial LGSB, Off Jalan
Hospital, 47000 Sungai Buloh
03-6143 5656

（RM1,000 / 1人）」。45分～ 1時間の飛行に加え、ホテル（KL市
内またはプトラジャヤ）から搭乗場所までの送迎、フライト中の写
真や動画の撮影、フライト前の軽食、フライト後の5ツ星ホテルで
の朝食、気球体験証明書、保険が含まれているパッケージです。午

My Balloon Adventure Sdn Bhd

B1-28-2, Dataran Niaga Sg Besi,
Midfields Square West, Jalan 11/108C, KL
017-379 0626
MYBALLOONADVENTURE
info@myballoonadventure.com
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