特別 企画

Dorsata Honey
1日約20gで健康維持。マレーシア産のワイルドハニーは万能薬！

未来の健康を育む第一歩！

マレーシアの熱帯雨林に育つトアランの木。70 ～
80mにも及ぶ木のてっぺんに巣を作るのが大蜜蜂の

水でうすめたトリゴナ・ハニーでひと
拭きし、しばらくしてから拭うと革製
品のカビを除去できるほどの殺菌力
（300g/700g）
。

Apis Dorsataで、この巣から採取したハチミツが「ト
アラン・ダーク・プレミアム・ハニー」です。オーナー
のセリーナさんは6人のこどもをもつお母さん。末息
子の顔に熱々の油が飛んで火傷を負った時、このハ
チミツを直接患部に塗ると10日ほどで傷がきれいに
治った経験も。抗酸化作用に優れ、抗ガン作用や皮膚
ビター・ロック・ハニーの巣の様子。
ロックハニー（300g/700g）。

細胞の回復、閉経後の骨粗しょう症の予防にも効果を
発揮します。一方、5mほどの木の穴に巣を作る、小
柄なハリナシバチのハチミツ「トリゴナ・ハニー」は、
腐葉土に含まれるバクテリアから巣を守るため、抗菌・
殺菌に優れています。その威力は99％！

トアラン・ロックハニーはビターとスウィー
トの2種。ゴールドハニーはパハン州の
養蜂場でできたもの、料理に最 適。ロ
イヤル、 ゴ ールド、 ダー クプ レミアム
（300g/700g）。

ミネラル

を豊富に含み、風邪や口内炎、虫歯による口内の雑菌

ヘルシーライフのすすめ
「肌あれが気になるけれど、どうしたものかしら」と、お肌の曲がり角が気になったり、
「昨夜は飲みす
ぎちゃったなぁ。今日からはヘルシーに！」と、決意したのにランチはボリューミーな経済飯。
「日頃
の運動不足がたたっているなぁ…。明日こそは！」と、意気込んではみるものの、日々忙しく過ごす人
にとって、なかなか難しいヘルシーライフ。持続に自信がない方でも気軽に始められる「ヘルシーライ
フのすすめ」
をセニョ～ムがご提案します。今日だけでもいいんです。毎日できなくったっていいんです。
週に一度だって、月に一度だって、気が向いたときに意識することが第一歩。あなたの背中をひと押し
してくれる、身近なお店やジムをご紹介しましょう。

の増殖を抑えます。これらのハチミツには岩場から採
【WhatsAppでのご注文】

取できるものもあり、その効果はより高く、ドロッと
した水あめのような舌触り。常備しておくと急な風邪
や口内炎、火傷などの特効薬として大活躍！

RM10

白い

「ロイヤル・ハニー」は、ヒドロキシデカン酸とビタ
順、栄養補給に最適。肌荒れや髪の傷みに直接塗って
もOK ！

いずれのハチミツも体重×0.8グラムを毎

日摂取することで、健康を助けてくれますよ！

【オンラインショップ】
www.dorsatahoney.com
Dorsata Honey - Malaysia

割引

ミン B5、B6を豊富に含みアンチエイジングや生理不

*オンラインで総額 RM100以
上をご注文の方。注文時にプ
ロモコード DORSATA10Sを入
力ください。一回のみ有効。
* 利用期限：2019年9月16日
11:59pmまで。

＝取扱店＝
・A DAY（インターマークモール内 GF）
・シャングリラホテル KL
・Breadfruits（スリハタマス ･タマンデサ）
No. 17, Jalan 26/70a, Desa Sri Hartamas, 50480 KL
Lot 13, GF, Podium Block, Faber Towers, Taman Desa, 58100 KL
・Syarikat Wai Sang Tong（OUG）
538, Jalan Riang 11, Happy Garden, Jalan Kuchai Lama, 58200, KL
・Ruth Noodle House（オールドクランロード）
8, Jalan Sawi, Taman Goodwood, 58200 KL
・B Nature Organic（スバンジャヤ）
34-44, Jalan USJ 10/1, Taipan Business Centre, 47620 Subang Jaya
・Bewell Pharmacy（プチョン）
27, Jalan BK 5a/3a, Bandar Kinrara 5, 47180 Puchong
・Helado Desserts & Café（デサパークシティ）
D-G-10, Plaza Arkadia No, 3, Jalan Intisari, Desa Parkcity, 52200 KL

セリーナさん（左）と彼女のビジネスを手伝う
長男のピションさん。

・Pai Sze Fruit Garden（プンチャッジャリル）
No.27, Jalan PUJ 3/10, Taman Puncak Jalil, Seri Kembangan,
43300 KL

タマンデ サ に オ ー プ ン し たばかりの、オーガニッ

ヴィーガン、グルテンフリーからリッチなバターケー

自家製ケフィアミ
ル ク を 使 用し た
ふわふわのスコー
ンは全6 種。グラ
ノーラバーもおす
すめです。

キやクッキーまで、作り置きをせずオーダーごとに心
を込めて焼いたお菓子をお届け！

おやつの時間はい

つもお母さんの手作りケーキを食べて過ごしたシン・
イーさんが、銀行勤めを辞めて2017年に立ち上げた
オンラインストアです。ウェブサイト上で、グルテン
フリー、ヴィーガン、乳製品や精糖不使用などのカテ
ゴリーからお好みをチョイスできます。いずれも人工
添加物は一切使われていません。ヘーゼルナッツ、カ
レボーのダークチョコレート、バター、卵、砂糖が原
材料の「Flourless Chocolate Hazelnut Cake」は小麦
不使用。室温だと軽い口当たり、冷やすと濃厚な味わ
いが楽しめます。ナッツなどアレルギーがある方は注

100％甘味を加えていないカカオパ
ウダー、小 麦 粉、オリーブオイル、
カレボーのダークチョコレートが原
材料のヴィーガン・チョコレート・オ
リーブオイル（RM85）は、同 店の
ベストセラー。

文時にお知らせください。

充実したヴィーガンビュッフェに大満足！
宅配オーガニック野菜のピックアップポイントにもなって
いるので詳しくはお問合せを。

安心 ･安全の、濃厚な贅沢ヨーグルト

*ピックアップ（Bandar Utama）の場合は、注文時に
受け取り場所をお知らせします。
017-376 2830
ピックアップ：10am-8pm（月～金）11am-4pm（土・日）
デリバリー：10am-6pm（月～金）11am-4pm（土・日）
www.wholesometreatskl.com
wholesometreatskl

Kintry
食物繊維たっぷり。マレーシア土産にも◎

Koukakisの酪農園は、ギリシャのキル

クリエイティブな一人のお母さんの創

キスに位置するカト・アポストリの谷に

作意欲と情熱から始まったKintry。カ

「SWAP」
。他のオーガニック店と一線を画すのは、マ

あります。きれいな空気と大自然に恵ま

シューナッツ、かぼちゃとひまわりの

クロビに準じたヴィーガンビュッフェを毎日提供して

れたこの土地で、牛の飼料となるデュラ

種、オーツ、フラックスシードにバター

いること。おかず8品、スープ、お茶のほか、自家製

ム小麦、オート麦、大麦、アルファルファ、

の粕漬けやぬか漬けも。「穀物5：野菜3：豆類や海藻

カルドンを栽培し、大切に飼育した牛の

類1：ナッツ類1」のバランスを踏まえた栄養満点の

乳から伝統的なギリシャヨーグルトを生

料理の数々。食べ応え満点、なにより予想以上のおい

産しています。農場から市場まで、品質

マラッカ入りで、パンダンリーフが香る

しさで驚きます。砂糖は使用せず、甘味は甘酒で。マ

管理を徹底しているからこそ味わえる贅

クランチーなグラノーラは、別入りのク

沢なヨーグルトと共に、ヘルシーな朝食

ランベリーと共にどうぞ。

ク、ヴィーガン、マクロビをコンセプトにしたお店

フィンやチーズケーキなどのスイーツもとってもおい
しいんです。ナッツや乾物類は容器を持参して購入す
ればお得な割引きも。3人のかしまし娘（失礼！）が、
元気よく切り盛りする、訪れるだけでパワーチャージ
ができるお店です。
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誰もが安心して食べられる、ヘルシーでおいしい手作り焼き菓子を宅配♪

Koukakis Farm

SWAP
訪れるだけで元気が出てくる！

Wholesome Treats

016-698 7034 (Serena)
016-233 0382 (Pishon)

＝読者特典＝

食事の宅配サービスもあり。距
離に応じて宅配料は別途かかり
ますが、タマンデサ内なら無料♪
ランチビュッフェのメニューはFB
で毎日更新中！

17, Plaza Danau 2, Jalan 4/109F,
Taman Danau Desa 58100 KL
012-663 9513
10:30am-6:30pm 日曜定休

とキャラメルがベストマッチのグラノー
ブリュッセルの国際味覚審査機構（iTQi）
の 優 秀 味 覚 賞 認 定。Greek Yoghurt
（1kg: RM26.50、150g：RM9.90）

ラはイチオシです。ココナッツフレーク、
アーモンド、オーツ、チアシード、グラ
グラノーラ各種 RM15.90。チョコチップ
クッキーや塩卵味のポテトチップスなど
のスナック菓子もおすすめ！

をお楽しみください。
＝購入先＝

＝購入先＝

Jason’s Food Hall、Mercato、コールドストレージ、
ジャヤグローサー、BENS Independent、デ・マーケッ
ト、アーバンフレッシュ、セレクショングローサー。

デ・ マ ー ケ ット、 ヴ ィレ ッ ジ グ ロ ー サ ー、BIG、
Atlas、Ruyi & Lyn、ハッピーファーマシー、Fresh
St Grocer。
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MEWAH

Namul

おいしくて活力の源となるMEWAHの健康米

おいしさの秘密は天日塩と潮麦味噌！

MEWAHよりイチオシの米3種をご紹介しましょう。

3月、チャイナタウンにオープンした「Namul」は、オー

まずは黒米。抗酸化、滋養強壮作用があり、食物繊維

ガニック・ヴィーガンのカフェ。千切りの酢漬けとほ

を豊富に含みます。「長寿の米」との別名あり。白い

んのり甘く炊いた2種の大根、味噌風味のきのことナ

ご飯はもちろんパスタの代替品として利用できます。

ス、ニンジンと青梗菜のさっと煮といった、彩り豊か

次に、ナッツのような素朴な味わいが特徴の赤米は、

なナムルに自家製ピリ辛味噌を混ぜていただくビビン

食物繊維、たんぱく質、カリウムやナトリウム、抗

バは、一番人気のメニューです。干ししいたけと昆布

酸化作用があるアントシアニンを多く含んでいます。

でダシを取った、どちらかと言えば「にゅうめん」の

MEWAHでは米国農務省認可の高品質な赤米を独自の

ような「ラーメン」は、醤油ベースの優しい味わいで、

ルートで輸入。ちなみに、どちらも栄養価が高いにも

ジューシーな揚げ豆腐がよく合います。料理の味付け

関わらず、グルテンフリー、炭水化物を制限している

にはスコットランド産の天日塩や、ヴィーガンの潮麦

方が罪悪感なしに食べられるお米なんです。最後にバ

＝購入先＝

スマティライス。インド料理でよく見る細長いお米で

イオン、BIG、コールドストレージ、メルカト、イセタ
ン、ジャヤグローサー、ヴィレッジグローサー、デ・マー
ケットなどの他、オンラインショップも。

すが、摂取後の血糖値の上昇スピードを示す「GI値」
が低く、
糖質制限をしている方や糖尿病食に最適です。

厳選素材のヴィーガン料理でデトックス

ラーメン（RM16）
自家製アイスクリーム（RM12）

シャキシャキ野菜と、
プチプチナッツの 食
感 が 楽しい。サラダ
ヌードル（RM13）は、
ピー ナッツバターと
豆乳の濃厚ソースか、
ピリ辛ビビンバのタ
レ で い た だ き ま す。
アーモンドがたっぷり
と入ったチコリケーキ
はティータイムに♪
チコリは、 栄 養 豊富
で、ほん のり苦み の
あるハーブ。カフェイ
ンフリー のコーヒー
の主原料です。

ヴィー ガ ン ビ ビ ン バ
（RM18） のご 飯 はむっ
ちりと噛み応えのあるブ
ラウンライス。

味噌など、オーガニックの調味料のみを使用。一品ご
とに滋味深いのも納得です。デザートにはココアと豆
腐とライスミルクの自家製アイスをどうぞ！

軽い口

No.54, 1st Floor, Jalan Sultan, 50000 KL
012-265 4472
9:30am-6pm 火曜定休

当たりにミントの風味が絶品です。

Nirmala Sari

Purple Cane

なまこパワーでお肌のトラブルを解消しよう！

創業32年、中国茶葉専門店が営むヘルシー中華料理レストラン
中国茶は飲むだけでなく、料理にも使われていること
はご存じですか？

お茶の野菜カレー RM33。スパイシーで香り豊かなカレー
はココナッツミルクの代わりに、ローストしたカシューナッ
ツとミルクを使用し、脂肪分を抑えているのに濃厚。ラィ
チティーの効果でよりマイルドな仕上がりに。

ここでは、中国茶を使った「お茶

料理」に出合えます。例えば「凍頂の野菜鍋」
。台湾
を代表するウーロン茶を煮出したスープでいただく鍋
料理で、鍋の素材と茶葉の風味と旨味が絶妙に調和し
た、独特の味わいが楽しめます。同店では食べる人の
健康を配慮し、①塩分少な目、②油分少な目、③限ら

龍井（ロンジン）ウーロン茶の
ルイ茶 RM19.90は、ロンジン
茶 葉、ナッツ、ハーブを丁寧
に摺って粉状にしたスープをか
けて召し上がれ。伝統的な客
家料理に同店ならではのひと
工夫。

れた調味料しか使わないなど、素材そのものの味を活
かしたお茶料理が提供されています。台湾では健康食

優しい香りがついたなまこ石
鹸はRM25（大）
、RM60（大
3個 セ ット ）、RM12（ 小 ）、
RM60（小 6個入）
。美しいバ
ティックに包まれお土産に人
気 No.1！

として人気のあるお茶料理。ぜひ一度お試しを！

中

国や台湾から仕入れた良質の緑茶、ウーロン茶、プー

Lot L1-01, 1st Floor, Shaw Parade, Jalan
Changkat Thambi Dollah, 55100 KL
012-213 0098
www.tearestaurant.com.my
Purple Cane Tea Restaurant
【Chinese Assembly Hall店】
【Shaw Parade店】
【The Gardens Mall店】【Janda Baik店】

アール茶なども購入できます。お土産にもお勧め！
凍頂（トンティン）ウーロン茶スープの野菜
鍋 RM59。台湾を代表する銘茶と10種以上
の野菜を煮込んだスープでいただくヘルシー
な野菜鍋は、当店の看板メニュー。

（左）
ボディークリーム RM25は滑らかでサラッとした使い心地。RM40（5個入り）
（中）
カラフルでカワイイなまこ石鹸シアバター入りは各種 RM10。
（上）
なまこのリップバーム RM10、RM40（5個入り）

ニルマラサリのなまこ石鹸はマレーシア国産第一号、今から39年前

のなまこのような“ぬめり”を感じますが、洗い流すときにべとつきが

に誕生した万能石鹸です。その保湿効果の高さには定評があり、お土

気になることもありません。長年愛され続けるニルマラサリのなまこ

産としても人気抜群！

石鹸は、今でも全行程がハンドメイドで丁寧に作られています。なま

主原料はランカウイ島で採れたなまこの表面

にあるヌメヌメ。このヌメヌメの正体、実は上質のコラーゲンなんで

こ石鹸とのライン使いにおすすめしたいのがなまこボディクリーム。

す。だから保湿効果が高く、お肌のハリや弾力を保ち、アンチエイジ

これ一つでスキンケアが完結するという優れもので、サラッとした使

ングも期待できるというわけです。なまこには肌の免疫システムを正

い心地と優しい香りに癒されますよ。自分磨きにも、お土産にも喜ば

常に保って炎症を抑えたり、小じわやシミなどを抑えるアンチエイジ

れる自然派コスメです。

ング、肌本来の再生能力を高めるなど、美肌効果を期待できる成分が
という人もいます。浴用や洗顔石鹸として使

うと、肌のツッパリ感がなく、なめらかできめ細やかな肌に整えてく

11

れるのを実感できます。使ってみるとあわ立ちが少なく、まるで本物

Honey Shop 蜂蜜の店

有機食材と地球に優しいエコグッズ専門店

TTDIのマーケット内にあるハチミツ屋

国内オーガニック業界のパイオニアとし

ここは、サバ州のジャングルにある養

て 知 ら れ るBMS Organicsは1997年 に

蜂場で採集した純度100％のハチミツを

創業、現在全国に60店舗を展開するオー

扱っている問屋さん。だから一瓶（1kg）

ガニック専門店です。「Eat Clean. Live

が80リンギと、お手頃価格で購入でき

Green」のキャッチフレーズの下、各店

ます。ハチミツ初心者なら、「ハチミツ

では有機野菜や果物のほか、エコフレン

博士」と自称する店主のリーさんに、ハ

ドリー商品が売られていますが、その種

チミツの効能や効果的な食べ方などをぜ

類は半端ないほど豊富！

ひ聞いてみて！

併設のカフェ

では、有機食材を使ったベジタリアン料
理がいただけます。有機食材とエコグッ
ズで地球に優しい生活を送りませんか？

多く含まれているそう。ニルマラサリのなまこ石鹸に変えただけでニ
キビや湿疹が治った！

BMS Organics

Lot G-41 & Lot DG-19, Central Market
Ground Floor, Jalan Hang Kasturi, 50050 KL
03-2272 2240 / 012-629 6614
10am-10pm
nirmalasari.sales@gmail.com

www.bmsorganics.com
＊各店舗情報はウェブサイト参照。
＊オンラインでも購入可能
（生鮮野菜も含まれます）。

2,000種以上の花の蜜から採ったワイ
ルドハニー。まとめ買いすれば割引し
てくれます。

とても参考になります

よ。ハチミツには保湿効果もあるので、
「パック」使いで、日頃のスキン＆ボディ
ケアやヘアケアにも重宝します。
TD81, 2nd Floor, Pasar Besar,
Jalan Wan Kadir, TTDI, 60000 KL
012-326 4914 / 012-784 3913
7:30am-4pm（月～金）
、7:30am-2pm（土日）
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Swanicoco
肌想いのお母さんから生まれた優しいスキンケア
創業者のソンチュンソンさんは、敏感肌やアトピーに
悩む家族をもつお母さん。低刺激で肌質が改善できる
ようにと、家庭にあるごく自然な材料から石鹸やロー
ションの手作りをはじめたことを機に「スワニココ」
が誕生しました。現在は韓国に50店舗、マレーシア
にも初の店舗をキアラ163にオープンしました。多く
のスキンケア製品はろ過水をベースに作られています
が、スワニココでは発酵エキスを主原料とし、米発酵
エキス、大豆発酵エキス、高麗人参、ビタミン C、ティー
ツリーウォーターなどの天然原料を使用、家族みんな
が安心して使えるうえ、効果的に肌質の改善を促しま
す。SLSやパラベン、香料、アルコールは不使用。キ

Kiara 163 Retail Park Level 2-11
03-6412 7620
10am-10pm
【オンラインショップ】
www.swanicoco.store

アラ163にあるコンセプトショップでは、肌のトラブ
ルにまつわるワークショップも開催しています。

Under the Light
初心者から上級者まで。みんなのためのヨガ教室
3年前にKLはパブリカにオープンした、米国ヨガア

初心者でも無理なくヨガが学べる。広々としたスタジオで思い切り汗を流
そう！

ライアンス No.1の実績をもつ、日系ヨガスタジオで
す。入会金や年会費、事前予約は不要で、初心者でも
気軽に参加できるプログラムが充実！

ヨガマットや

飲料水も用意されているので、思い立ったその時に立
ち寄って、すぐに始められます。レッスンは1回から
受講可能。１ヵ月有効のパス（320リンギ）なら、い
ろんなクラスを何回でも試すことができます。クラス
は初心者から上級者まで、午前中だけでなく夜のクラ
スも充実。毎月のスケジュールはウェブサイトにて公

日本人がデザイン
した和を醸し出す
スタジオ内。

開中です。気になるクラスをチェックして、ヨガでい
い汗を流してはいかが？

A2-2-2 Publika Shopping Gallery,
Jalan Dutamas 1, Solaris Dutamas, 50480 KL
（北海道食堂の上）
03-6201 8288
www.underthelight.my
UTLMY

WO Studios
ペナンに上陸！

宙づりエクササイズのバンジーワークアウト

バンジーといえば「バンジージャンプ」が思い浮かび
ますが、
「太いゴムひも」のこと。そのゴムひもを天

入会金、年会費はともに不要で、パッケージを購入する
だけ。RM115(2回あるいは2人 )。所要時間は1時間。キッ
ズクラス（5 ～ 12歳）あり。

井からぶら下げて体に固定させ、宙づりのままエクサ
サイズをするのが、バンジーワークアウトです。アッ
プビートな曲に合わせて、ゴムひもの弾性を利用した
浮遊感を楽しみながらジャンプしたり、前後左右上下
に身体を動かす有酸素運動ですが、宙づりだから身
体にさほど負荷がかからないで行えるのが魅力。こ
こWOスタジオズは、2016年にバンコクで誕生した
bungeeWORKOUT™のペナン店。タンジュントコン

Photo by @coreodancefit

の新しい商業施設「シティジャンクション」にあるス
タジオはガラス張りの大きな窓と、バンジーが吊るさ
れた高い天井があり、開放感あふれる中でワークアウ
トが楽しめます。

2-3-7A , City Junction Atrium B (Level 3),
Persiaran Lengkuas 2, 10470,
Tanjong Tokong, Penang
010-389 1790
www.wostudios.co
WŌ Studios- BungeeWorkout Penang
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