
特別企画

スーパーマーケット
スーパーマーケットって、ただ食品や雑貨を売っている場所だけで
はないんです！　最近のスーパーは進化していて、歩いて見てまわ
るだけで創作意欲を刺激されて料理したくなったり、健康的な生活
を送るためのヒントを得られたり、いろんな工夫がされています。
いつもと違うスーパーに行くと、きっと新たな発見がありますよ！

生活をもっと豊かに楽しくしてくれる

特別企画

6月にリニューアルオープンした1ウタマの店舗では、さまざまなお
もてなしの工夫がいっぱい。わかりやすく配置されていてラクラク目
的の商品を見付けられるし、コールドストレージでしか購入できな
い製品には「Exclusive」、新製品には「new」、特別価格製品には「on 
promotion」、さらに生産地の表示などもあります。自慢は新鮮な野菜
やフルーツ、そしてマレーシア産のオーガニックチキンやチーズの品
揃え。ワンウタマカードに加盟しているコールドストレージの「ONE 
CARD」でポイントを貯めると、  駐車料金やショッピングなどに使用で
きてお得！

日常の食生活に取り入れやすいインポート製品の品揃えが魅力のメル
カート。さまざまな国の新鮮な食品が見付かるので、日本人はじめ、
外国人御用達のスーパーです。新製品やプロモーション商品、メル
カート限定の商品に表示がついていて分かりやすいのもいいですね。
モントキアラ在住の方にはおなじみのハタマス店は、リニューアルし
て「広くなった！」と感じるほど配置が工夫がされ、混み合う時間滞
もお買い物がしやすくなりました。ブキビンタンのパビリオン店は、
KLCCにお住まいの方はもちろん、ショッピングのついでに食品が購
入できて、とっても便利！

輸入食品がズラリと並び、ちょっと敷居の高いイメージですが、実
は毎日特売があったりと、とってもリーズナブル。一方、野菜やフ
ルーツなどの生鮮食品は、Jasonsのために品質のいいものだけを
仕入れています。店内はカテゴリーごとに小さいお店があるような
ワクワクするつくりになっていて、チーズ、ワイン、ポーク、ビネ
ガー、オリーブオイルなどのコーナーでは産地や特色について説明
してくれ、試食しながら購入できます。催事コーナーでは旬の食材
を取り扱ったフェアを定期的に週末限定で開催しています。めずら
しい食品がずらりと並び、試食もできて楽しいので、ぜひ立ち寄っ
てみて！

新しく生まれ変わった1 Utama店は

便利でステキなおもてなしがいっぱい

立地抜群！　品揃え豊富なメルカート

ハタマス店がリニューアルオープン

バンサーショッピングセンターだけにある、

品質重視の輸入品が揃うこだわりスーパー

コ ー ル ド ス ト レ ー ジ

メルカート

ジェイソンズ

【バンダーウタマ店】（Lot LG 309）　 03-7722 4920
【ソラリスモントキアラ店】（Lot L-0-1） 03-6203 6492/6624
【KLCC店】（Concourse Level, A2）　 03-2166 2370
【ブルジャヤタイムズスクエア店】（Lot 34 & 58, LG） 

03-2142 6875/6852
【ガーデンズモール店】（Lot LG-229）　 03-2287 4420

www.coldstorage.com.my

【ハタマスショッピングセンター店】 G26, Lower Ground 
Floor, Hartamas Shopping Centre, No.60, Jalan Hartamas 1, 
50480 KL　 03-6201 1561　 8:30am-10pm

【Mercato Pavilion 店 】 Lot 1.01,Level 1, Pavilion Kuala 
Lumpur, No.168, Jalan Bukit Bintang, 55100 KL

03-2143 0066　 10am–10pm 
www.mercato.com.my/

Ground Floor, Bangsar Shopping Centre, 285 
Jalan Maarof, 59100, KL

8:30am-10pm　 012-639 9438

Cold Storage

Mercato

Jasons

日本人向けのコーナーは、
お菓子類が豊富でちょっとし
た手土産にも◎。

ポーク売場では種類別に
最適なサイズでスライス
してくれるハムコーナー
がオススメ。その種類は
約30種！　量り売りなの
で、高級なパルマ産生ハ
ムやイベリコ豚生ハムな
どは、少しだけ買ってい
ろいろ試すことも可能。
気前よく試食させてくれ
るので、食べ比べてみて！

パンコーナーでは、毎朝焼

き上げているパンと薫り高

いコーヒーがいただけます。

人気は菓子パン。併設のカ

フェは朝7時からオープン。

軽い朝ごはんや、ひと休み

に心地いい場所です。

耳より情報

肉や魚の下処理をその場でして
くれるので、家に帰ってすぐ調
理できます。

売 場 に併 設 されてい るカ

フェスペースがとってもお

得！　な ん とillyの アメリ

カーノがRM4。カフェスペー

スの値段はすべてGST込み

なので、安心して利用でき

ます。

耳より情報

Mercatoギフトカードをご存 知 で す か？　RM100 分の使い切りお買い物カードが 店 内で 販 売されています。ちょっとしたお礼やお返しにうれしいギフトカードです。

耳より情報

納豆の品揃えはマレー
シア一！　日本でもな
かなか手に入らない納
豆を食べ比べてみて。

在馬日本人に絶大な人気を誇るISETAN食品売場「フードマーケッ
ト」。日系ならではの品揃えと品質はいうまでもありませんが、注目
なのが日系ならではの売場づくり。2週間ごとに変わる催事コーナー
では日本のご当地食材やイタリアン、フレンチフェアなどが開催さ
れ、試食も存分に楽しめてお客さんを飽きさせません。生鮮コーナー
では日本人によるヘルシーな手作りサラダバーが大人気。フードマー
ケットのスローガンである「I ♥ FOOD」のタグは新鮮で
旬な生鮮食品の目印。産地の表記もあるので安心だし、
買って損なし！　「和食をつくって食べたい！」という
ときはISETANで決まり！

和食を作るなら、やっぱり日系スーパー

ISETANのフードマーケットがすごい！

イ セ タ ン

【KLCC店】フードマーケット（Concourse Floor）
03-2382 7777　 10am-10pm

【THE GARDENS店】   03-2283-1777　 10am-9:30pm
【1 UTAMA店】   03-7713 7777　

10am-10pm（月～木、日）、10am-10:30pm（金、土、祝日）

ISETAN

「ISETAN」カードを作るとさまざまな物産展やイベント情報が届きます！
お買い物時に提示するとポイントを貯めることができ、後日お買い物バウチャーに変 更 可 能。2015年にで きたプラチナムカードはさらに得点が盛りだくさん！　詳細はカウンターまで。

耳より情報

GST ポイント

韓国人のキムさんが経営するキムズマートは韓国食材が豊富なスー
パーマーケット。韓国から直輸入した食材は日本人の好みにもぴった
り！　韓国料理ならではの野菜や肉がお得で、精肉コーナーでは用途
にあわせてスライスしてくれるので、しゃぶしゃぶ、焼肉の時はぜひ
利用したい。キムチに欠かせない白菜はずっしり大きくてなんとRM 
5 ～ 6/kg、お手製のキムチもRM10（中）RM20（大）と激安！　ソラ
リス店に併設されているレストランでは、日本人が大好きなチャプチェ

（RM15）や石焼ビビンバ（RM16）など本場の味が安価で楽しめます。

在馬韓国人の間で大評判！

韓国食材なら何でもそろって、しかも安い！

キムズマート

【ソラリス店】 No. 7&9 Jalan Solaris 2, Solaris Mont' Kiara, 
50480, KL 　 03-6275 6010

9:30am-10:30pm、レストラン11am-10:30pm（L.O. 9pm）
【アンパン店】 Block A No.10, Jalan Excella, Taman Ampang 

Hilir, 55100 KL　 03-4270 0405　 9:30am-10:30pm

Kim’s Mart

日本人に人気の韓国産の
お米がお手頃価格で購入
できます。ソラリス店に
併設されているレストラ
ンはカジュアルな雰囲気。
テイクアウトカウンターも
あるので、気軽に試して
みて。

便利なデリバリーサービス

あり！　【 スーパ ー】1回 の

注 文 がRM100以 上で 配 達

は 昼12時 ～ 夜8時。【 レス

トラン】5人前からオーダー

可 能 で、 午 前11時 ～ ラス

トオ ー ダーま で。【 注 文 】

014-930 2905（Mr. Park、

英語）にSMSで注文内容を

送信するだけと簡単！

耳より情報
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特別企画

Masak-Masakのクラスのスケジュー
ル、内容や料金は、下記のウエブ
サイトでチェックできます。スクー
ルホリデー期間中にこどもクラスに
参加してみては？

セクションごとにインテリアを変
えるなど工夫されているので、店
内を歩くだけでも楽しい。

Barn Butcheryの コ ー ナ ー は、
まるでヨーロッパの街角にある
お肉屋さん。お肉はもちろん、
ハムやサラミ、ソーセージなど
はどれもおいしいそうで、つい
でにお酒を買いたくなってしまう
ほど！

野菜は、新鮮なのはもちろん、マレーシアではなかなか見かけない珍しい
野菜も豊富。フレッシュハーブもあります。

おしゃれにディスプレイされた店内を歩いていると、いろんな食材に出会え、
創作意欲がムクムクと湧いてきそう。

オープンして15年になるスリコタ・タマンデサ店は、ショップロット
４軒分のスペースに食品＆雑貨がギッシリ詰まったご近所住民御用達
の食品雑貨店。なかでも、生鮮食品コーナーは、いきいきと鮮度抜群
な野菜とフルーツ、魚、肉がきれいに陳列されています。インポート
のチーズやアイスクリームも魅力♥　お酒が好きなら、ぜひ「d’ Wine」
のコーナーへ。ワインのほか、ウイスキー、ビール、日本酒、焼酎、
そして24時間温度管理されている特別なワインセラーも。「d’ Wine」
のメンバーになると、特別割引が受けられ、貯まったポイントに応じ
て商品券がもらえてお得！

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
に新しくオープンしたスーパーマーケット。コンド内にあるとはとて
も思えない約1850㎡の広さのショップには、ありとあらゆる雑貨と
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
どの充実ぶり。日系の魚屋「中島水産」の寿司や刺身が手に入るほか、
一人暮らしにはありがたいカット野菜、その場で作ってくれるフルー
ツジューススタンドなど、健康的な食生活を送りたい方にはありがた
いサービスがいろいろ。フラワーアレンジも頼める花屋は、ちょっと
したお祝い事のプレゼントに便利。入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「d’Cuppa 
Café」があり、軽食がいただけるテラス席はゆったりくつろげます。
タマンデサでの生活がグッとグレードアップしそう！

小ぶりながらも充実の品揃え

毎日使えるご近所の食品雑貨店

タマンデサに新しくオープンした

日本人向けサービス充実のスーパー

スリコタ

デ　マーケット

No. 1-4, Danau Business Centre, Jalan 3/109F, 
Taman Danau Desa, 58100 KL

03-7984 2933 / 6606
8:30am–10pm　年中無休
www.srikota.my

1st Floor, Podium Block, Faber Towers, Jalan 
Desa Bahagia, Taman Desa, 58100 KL

 03-7972 7606
8:30am–10pm　年中無休

Sri Kota

De Market

季節ごとのイベントにも注

目！　8月2日まではハリラ

ヤイベント、8月6日～16日

はグルメフェアが開催され

ます。

耳より情報

おしゃれで洗練された雰囲気のカフェ「Plan B」や、レストラン「Ben’s」 
でおなじみのBIGグループが経営するおしゃれなグローサリーストア。
同グループのCEOであるベンジャミンさんは旅行と料理、そしておい
しい食べ物をこよなく愛する人物。彼が世界中を旅するなかで見付けた
ユニークな食材をマレーシアに紹介したい！　と始めた特別感あふれる
スーパーマーケットがB.I.G.です。以下でご紹介するように、「他にはな
いもの」が満載なので、ついつい買いすぎてしまいそう！
Botanical：レタスが水耕栽培されていたりと見た目にも楽しい農産物セク
ション。外国産の野菜もいろいろ。
Barn Butchery：最高級のお肉から手作りソーセージまで、好きな部位を
好きなだけ購入できます。隣接するレストラン「Ben’s General Food Store」
に持ち込んで料理してもらうことも可能！
Malaya Kitchen：マレーシアのローカルフードに欠かせないさまざまなス

テーマパークのようなワクワク感！　世界中の食材が集うおしゃれなお店

ベ ン ズ  イ ン デ ィ ペ ン デ ン ト グ ロ ー サ ー

Ben’s Independent Grocer (B.I.G.)

特別企画

Lot 1A, 83-95, Level UG Publika, Jalan Dutamas 1,  
Solaris Dutamas, 50480 KL

03-6209 1700　 9am-10pm
www.thebiggroup.co/BIG　
The BIG Group

パイスや乾物といった食材がズラリ。お土産にもよさそう。
Gourmet：最高級のオリーブオイルからチョコレートまで、世界中のあり
とあらゆる食材がそろいます。
T2 Concept Store：オーストラリアで大人気の紅茶ブランド。小物類も充実。
Masak-Masak：経験豊富なシェフから料理を習ってみませんか？　こども
向けのクラスもありますよ！

何か面白いものがきっと見付かる、そんなワクワク感あふれるスーパー
マーケットです。

日本食品、韓国食品、ヨーロッパ
の食材のほか、オーガニック食品
コーナーも。日用雑貨品も充実し
ているので普段のお買い物ならコ
コだけで充分！　

日本の米、調味料も
取り扱っているので、
自宅で和食をつくりた
いときに便利。

スリコタの系列というこ
ともあり、 アルコール
の種類は豊富。日本酒、
焼酎、梅酒のほか、ワイ
ン、ウイスキーなどの洋
酒も豊富にそろいます。

日本フェア、オーガニックフェアなどなど、定期的にいろんなイベントが開催されているので、こまめにチェックして、お得な商品、珍しい商品を手に入れよう！

耳より情報
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プロモーションコーナー。なかに
は50％以上値引きの商品も。買物
の支払いはキャッシュオンリー。

RM100以上買い物をしたら

無料のデリバリーサービス

あり。欲しいアイテムはリク

エストしたら、取り寄せて

くれる。

耳より情報

ペナン在住の日本人の間で、10年以上にもわたり愛され続けてきた
ご近所感覚の日本食品専門店。一軒家を改造した、こじんまりとし
たスーパーですが、日本食品のアイテム数は、KLにあるスーパーに
も劣らないし、KLでも見かけないアイテムもあったりするので、実
はセニョ～ム、月一のペナン出張時にここで大量買いをしています。
店の入り口近くに設けられたプロモーションコーナーには、賞味期
限の近いお菓子やインスタントラーメン、調味料などが値引き価格
で売られていて、これもセニョ～ムお気に入りの理由の一つ。

ペナンで唯一の日本食品専門店。

ご近所スーパー感覚で気軽にショッピング

メイジヤ

LOGO No.47-B, Jalan Kelawei, 10250 Georgetown, Penang
04-226 3353
10am-9pm　年中無休

Meijiya 明治屋

特別企画 特別企画

マレーシア全土で52もの店舗を展開するテスコ。そのテスコが最近始
めたのがオンラインショッピングです。現在、クランバレー、ペナン、
ジョホールのほとんどのエリアをカバーしており、とにかく簡単＆便
利なうえ、食品や日用品をお店と同じ価格でネット購入できてリーズ
ナブル！　しかも、クラブカードのポイントも貯まります。おすすめ
はスマホ用アプリ。手持ちの商品のバーコードをスキャンして、配達
希望日時を選ぶだけで商品が届きます。配達日時は朝10時～夜10時
から都合のいい時間帯を選べるので、仕事から帰ってから受け取るこ
とも可能。平日はもちろん、週末もOK！　仕事や子育てで忙しくて買
い物をする時間がない方、重い荷物を運ぶのが大変という方におすす
めです。2万種類ものアイテムがあるので、欲しいものがきっと見つか
りますよ！

英国発のハイパーマーケットが

オンラインショッピングをスタート！

テ ス コ

オンラインショッピングサイト　eshop.tesco.com.my

Tesco

セ ニョーム 読 者 限 定 割 引。

2015年8月31日ま で の 期 間

限定！
以下のオンラインショッピン

グのサイトから一度にRM100

以上を注文すると、RM10引

きに！　 決 算 の ペー ジ に あ

るe-クーポ ンコ ードの 欄 に

「SENYUM10」 と記 入してく

ださい。初めて利用する場合

は登録が必要です。

耳より情報

日本人が多く住むモントキアラにJaya Grocerがオープン！　大型ショッ
ピングセンターのなかにあるスーパーに比べると、決して広くはありま
せんが、日本人向けの商品の充実度合いは抜群！　日本人が多く来店して
くれることを見越して、日本人向けのセレクションには日本のお米、調味
料、食材、お酒がずらっと並んでいて、なんだかうれしくなるほど。和食
を家で料理したいという方なら、基本的な調味料や食材はすべてここでま
かなえます。なかなか手に入りにくい梅干や漬物の種類も豊富で、ついつ
い何種類も買って常備しておきたくなりそう。鮮魚コーナーでは期間限定
で広島産の牡蠣の販売もあるなど、日本への愛情が感じられるますね。さ
らに、今年10月にはJaya Grocer各店舗で日本の食材を紹介するイベント

「Foodex」が開催される予定。日本から100社ものフード企業が参加し、寿

07-G09, Level G, Verve @ Shops, Mont Kiara, 
50490 KL　 8am - 10pm

【その他の店舗】Damansara Perdana店、Empire 
Subang店、The Intermark店、Jaya33店、他８店舗

www.jayagrocer.com　 jayagrocer

待望のモントキアラ店がオープン！　日本人向け商品充実のご近所スーパー

ジャヤグローサー

Jaya Grocer

卵売場にはオーガニックコーナーもあ
り、鶏、うずら、あひるの卵が購入で
きます。

広島産の牡蠣コーナーで牡蠣をさばいてくれる、いそべさん。金曜、土曜、日曜
限定で 6個 RM45で販売中！

漬物や梅干などが充実！　豆腐はお料理だけでなくおつまみにも
なりそうなものなどいろんな種類あり。

和牛や生ハムなど日本人好みのお肉も充実！
ローカルの方もお肉目当てで来店するくらいおしいと評判。

http://eshop.tesco.com.myにアクセス
登録をしてお買い物スタート
スマホ用アプリは「Tesco Online Malaysia」
で検索できます。

生鮮食品、冷凍食品、生活雑貨、ヘルス
＆ビューティーといったカテゴリー別に分
かれているほか、プロモーション、オーガ
ニックといった条件で商品を探すことも可
能。また、いつも買う商品をお気に入り
に登録しておけば探す手間も省けます。

配送は温度管理されたトラックで
行われるので、生鮮食品も冷凍食
品も、お店と同じ品質のままご自
宅まで配送されます。

お支払いはオンライン、または配達時にクレジット/デビットカー
ドで。一度にRM100以上のお買い物をすると配達料金が無料に！
駐車するスペースを探したり、重い荷物を運んだりする必要がなく
なって、とってもラク！

司教室のほか、さまざまな試食コーナーができるそうで、楽しみ！
モントキアラエリアの多くのコンドミニアムから歩いていくことが可能

で、駐車もしやすいので、毎日気軽に通えそう。新鮮で健康的な食材が豊
富で、日々の食生活をグッとグレードアップしてくれること間違いなしの
ご近所スーパーです。
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デリカテッセンではお手ごろ価格のお惣菜がずらっと並びます。ランチ、ディナー
タイムにはボリューム満点なお弁当を求めてたくさんのお客さんが来ます。

新鮮で高品質なアイテムだけを選りすぐった、都会人向けのスーパー。
現在、ペナンで3店、クランバレーで2 店を展開しています。赤と黒を貴
重にしたモダンなインテリアや、ハムやチーズ、スパイスなど、専門のブー
スが並ぶ店作りは分かりやすく、買い物が楽しくなりそう。2万2,000点
の商品のうち60％が輸入品で、国際色豊かな客層からの要望に応えるた
め、欧米やオーストラリア、日本、韓国、台湾やインドなどのいろいろな
食材が揃います。量り売りしてくれるチーズや、肉類、スパイスなどは、
少しだけ試したいという方にぴったり。また、食品以外にも日用雑貨もか
なりそろいます。

日本人に注目して欲しいのが、店内の一角にある「サムズデリ」。軽食
をテイクアウトするもよし、イートインスペースでいただくのもよし。メ
ニューは、ナシレマやチキンライスといったマレーシア料理やウエスタン

品質重視の輸入製品が揃う、都会の生活にぴったりのスーパー

サムズグローサリア

ペナン
【Gurney Paragon Mall店】 04-226 3564　 9am-10pm
【Straits Quay店】 04-226 3564　 8:30am-10:30pm
【Sunway Carnival Mall店】 04-390 6353　 10am-10pm

クランバレー
【Nu Sentral店】 03-2272 2096　 10am-10pm　
【Encorp Strand Mall店】 03-6143 7512　 10am-10pm

www.samsgroceria.com

SAM’S Groceria

特別企画

お買いものが楽しくなりそうなかわいい
カート。特別にドイツから輸入したもの
だそうです！

会員カードを作ると店内のバーコードスキャ
ナーが使えます。値段チェック、合計金額、レ
ジがスムースになるなど、試してみる価値あり！

料理のほか、意外なことに寿司や弁当など日本食も充実。手軽にヘルシー
な食事をいただくことができるのは、忙しい都会人にとってはありがたい
ですよね。常連客におすすめなのが「SAM'Sファミリーカード」。サムズ
のメンバーになると、お得なクーポンがもらえ、ポイントも貯まるという
もの。また、メンバー限定の「セルフスキャン」も使えるようになるので、
レジ前の長い列に並ばなくてよくて、ストレスフリー！

世界中から直輸入した調味料は20種以上！
香り高いスパイスで本格インドカレーが作れちゃう！

世界各国から取り寄せているチーズ。量り売りサービスもあり。
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