
ボジョー

マ ー ケットは
値段高い…

ジャンク
ションスクエア

は飽きた…

どこで買い物
したらいいの？

お得な
ショッピング
センタ ーは？

どんなショッピングセンターがあるの？

一覧（ヤンゴン）
◎ジャンクションスクエア ◎ジャンクションモ ーティン ◎ジャンクション8 ◎ト ー ウィンセンター

◎ルビー マ ート ◎ダゴンセンタ ー ◎ヤンキンセンタ ー ◎ユナイテッドリビングモ ール ◎オ ーシャン
◎パー クソン ◎キャピタルハイパー マ ーケット etc… 

→ ジャンクションスクエアは今やヤンゴンの定番。 ボジョー マ ーケットは観光客向けで、 少し別のとこ
ろに行きたい。 さて、 どこへ行こうか。
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09:00頃～17:00頃 月曜休IBP17-D5

[i!l Banyar Dala Rord, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon 

庶民向けの巨大マ ー ケット、 あらゆる物が売られている

ヤンゴン最大級の市場「ユザナプラザ」は、 ファッションからアジア雑貨、 美容グッズ、 家具・
電化製品、 日用品まで、 多種多様の小さな店が並ぶ。 慣れないうちはお目当てのものを買うのも
一苦労。 しかし、 値段は他のショッピングセンタ ーと比べると、 お手頃なのがポイント。 歩いて ←

見て回るだけでも面白いので、 ぜひ一度行ってみよう！
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服、靴、小物など

MB 2 

服、靴、小物など

MB 1 

電化製品ほか

Ground Floor 
服ほか

匹 A-20 ピィ ・ チョ ―

(Pyi Kyaw)
,, 

プラザ設立時(1998年）か
らの老舗、ほぼ日本の家電
を安めに提供 | 

バニャ ー タララン N-5 N-4 L-3 K-1、L-1、2

(?) 
ーい

G-5 サイ ・ ウイリア
ム(SAi WILLI鳩）

男性カジコアル、 すべてタ
イから直接仕入れ・卸売リ

男性カジュアル、
店舘も広めで品数
は豊富
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1一待ち合わせ場所を決めておく
プフザ内は、特に土日はとにかく人出
が多い。買い物途中で友人とはぐれて
しまうことも。はぐれた場合の待ち合
わせ場所を決めておきたい。

2 買い物は一期ー会
買うべきが悩んだときは、思い切って
購入をおすすめ。プラザ内を一周する
だけで相当の体力を使い、慣れていな
いと元の場所に戻ることは難しいた
め、即決するのが無難。また、値段交
渉も可能。一度に幾つか購入すれば安
くなる可能性も。

ユ

ザ
ナ
プ
ラ
ザ
の
歩
き
方

3 番号表示を手がかリに
目的の店がある場合、広いプラザ内は
区画整理されており、各セクションは
番号表示をたどればわかりやすい。店
の看板や入口のボー ド表示など、番号
表示を確認しつつ、店の人に番号を伝
えて教えてもらうと迷わない。

4 歩き疲れたらカフェを利用
歩き疲れたら、プラザ内にいくつかあ
るカフェを利用しよう。また、P5階
にはフ ー ドコ ー トも。塁期は特に、買
い物に夢中になり過ぎての目まい、ま
た脱水症状にならないよう水分補給や
休憩をマメに行うのが大切。
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駐車場広く、休日の家族向けにも まだ有名ブランド数は少ないけど…
【キャピタル・ハイバー マー ケット】 【トー ウィン・センター】

Capital Hypermarket 
」 1

食料品まとめ買いなら問量ス ーパー

【ガンダマー・ホ ールセール】
Gandamar Wholesale 

／ジクf

漫

ミャンマー 初の卸売り
ショッピングセンタ ー 。
特に1階の食料品売場
は ま と め買いすると、
値引きになるためおす
すめ。

＊年末年始セール情報
クリスマスと年末を記念して プロ
モ ー ションを実施。12月15日～来

年1月4日まで特別割引。

010:00-20:30 無休 匹01-657311
� Corner of Gandamar & Waizayantar Road, 
Mayangone Township, Yangon 

2階は充実した家具や電
化製品、1階は食料品や
ベビ ー 用品など百貨店
のような品揃えと、広々
としたスペ ー スが人気
の秘密か。郊外型の大
型量販店は駐車場も広

く、子ども用の遊びスペー スもあり、 家族連れに
もおすすめ。

＊年末年始セール情報
木目家具のセ ー ルは2013年
12月末まで。衣類バー ゲンは、

2014年1月13日頃まで。

⑦9:00-21:00 無休 li!im Pl 7-D5 
固No (14) E, Min Nandar Road, Dawbon
Township, Yangon 

TawWin Centre 

ヤンゴンの高級ショッ
ピングセンタ ー といえ
ばココ。ブランド品数
は限られ る。利便性で
いえ ば、 地下1階には
スー パ ー 「orange」、2

-· •-r --- 、ー階3階はお値打ちの 衣
料スー パ ー 「SUPER ONE」 も。なお、ヤンキン ・

センタ ー (li!im Pl 7-C4)でも一部ブランド品は見
つかる。

0 9:00-21 :00 無休 Q四� P18-A2 
固No.45, Pyay Road, Dagon Township, 
Yangon 
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服サイズはさほど変わらないが、 靴は要注意。 一覧表を用意した。

＊バー ゲンやセール時期はある？

キャピタル・ハイパーマー ケットの 店員曰く、 セール時期は大きく分け
て3期。 だいたい前後の1週間～1カ月くらい。 店舗によって異なる。
1 4月中旬 ミャンマー新年休暇（水祭り含む）
2 10月 ダディンジュッ月の満月
3 12月 クリスマス時期

＊ォ ーダー メイドは気軽に可能

服やシー ツ、靴まで、オ ー ダー メイドはものによって、
既製品とさほど値段が変わらない。 日本では仕立て代駆｀し
は高額だが、ミャンマーでは気軽に頼める。 あと、おすすめはミャンマー
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民族衣装の発注。 既製品を買うことも可能だが、 例えば高価なシルク
の布地も日本の値段に比べればかなり安価なので、好きな布地を選び、
お気に入りの一着を仕立ててみてはいかが。

今回、 ファッションの素朴な疑問に答えて頂きました！
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ファッションデザイナ ー

DOZO ファッションデザイン
技術専門学校Chief Designer 
THET HNIN AYE 
（テシ ・ ニン ・ エ ー）先生
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ショッピングセンターヘ買い物に行く？
ジャンクションスクエアなどへ遊びに行くことはあるが、 購入するのはタイなど海外から。
ファッションに魅力を感じたきっかけは？
母親が19 91年に今の専門学校を開校し、 子供の頃から最新ファッションに接してきた。
海外と 比べると遅れておリ、 大学卒業後は最新技術を学びに2年間、 日本の学校へ。
ファッションの学校はミャンマーに多い？
当時はゼロ。 ミャンマーの技術向上のため、 母が日本の技術を教え始め、 ロコミで
生徒が増え、 今ではミャンマーで有名デザイナ ーの3分の 2くらいは本校の学生。
若者のファッションは変わってきている？
最新ファッションヘの関心は高い。 流行も以前は1年以上遅れだったが、 今は1カ月遅れぐらいで早くなった。 インターネット普及の影響
が大きいと思う。
先生の作品を見て、 購入検討したい時は？
ヤンゴンに店舗を設けているが、インターネット(http:/／www.dozofashion.com/)やFacebookからの問い合わせが 多い。時代の変化を感じる。
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