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包ピー タ ー のための： 2度目からのミャンマ ー。

職場に家族にこ近所に、 どこで何を買えばいい？

旅行やビジネスでの来緬も、 回を重ねるほどに困るのがお土産選び。 r漆器やロンジ一、 シャンバッグももう買った」という人は
もちろん、 初渡緬の人や、外国人向けのプレゼントを探したいミャンマー人にも役立つ、とっておきの rミャンジャポ」特選情報！

菓子やお洒落な小物など種類豊富な土産物が充実している欧米やアジア諸国。 しかし、 観光業が黎明期にあるミャンマ ー では、 帰国の在
住日本人や出張者、 観光客らが「士産に困る」と口を揃える状況にあるのが現状だ。 ※【A】~【H】は当該商品の購人可能な店舗

「シャーキー ズ」のンガパリ産天然
塩。 人気は燻製塩で、 コショウやチ
リ入りもある。3,000Ks~ 【A】

鉄分豊富なシャン州特産モリンガ茶
や、 高血圧に効果があるとされる
ヤ ー コン茶など各種。1,000Ks~【C】

〇 ジャムもおすすめ

Sharky's 

117 Damazedi Road, Kamayut 
Township, Yangon 
匹01-524677 /01-373009 
⑨9:00~ 22:00 無休f&P24-B3

人気イタリアンレストラン。 1階でハム
やアイスクリ ーム、 調味料などを販売

バ ニラやストロベリー 、 ブルーベ
リー など種類も豊富 。 ス ー パーや雑
貨店で買える【B】

天然由来成分のみで作られた石鹸。
竹炭のほか、 伝統化粧品「タナカ」
を取り入 れたものもある【E】

゜ロケ ー ション抜群

City Mart 

Northern Aung San Studium, Mingalar 
Taung Nyunt Township, Yangon 
匹01-253022
⑨9:00~ 21:30 無休lmP22-C1

市内各所に支店あり。アウンサン支店は
外国人向け商品が多く利用しやすい

日本人が立ち上げたバガンの支援プ
ロジェクト「45 344」による伝統布
ブックカ バー 。 ポー チもある【C】

他の人と違った思い出を持ち帰リた
い人におすすめ。 小さいものなら

300USドルくらいから買える【F】

゜野菜や卵も販売

Green hill 

Building 352, Room No.4, No.1 Industrial 
Road, Yankin Township, Yangon 
匹09-73071968 I 09-5164888 
09:00~20:00 無休fZIJlj P24-C1 

オ ーガニックにこだわったお茶やコ ー ヒ ー

のほか、 「45344」の民族雑貨なども扱う

精緻な網目とシンプルな色合いが、
素朴というよりお洒落感を感じさせ
る。 日本でも十分使えそう【D】

オ ー ガニック蜂蜜

オ ー ガニックにこだわった蜂蜜。 ビ
ニ ールパッキングされていて液漏れ
の心配もない。7USドル【G】

〇 制作過程も見学可

U Myint Thein 

277 Banyardala Road, Kyauk Myuang 
Tamwe Township, Yangon 
名01-206334
◎6:30 ~ 18:00 血休 fml) P25-D3 

’’’‘ 

小ぢんまリした店舗で品揃えも多くはな
いが、 実演販売を楽しめる
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ーマーケ職場の同僚やご近所、
友人たちに配るお土産は、
手頃な価格で安心して買える街のス ーパーはいかが？
よくよく探せば、けっこう面白いものが見つかるかも。

ットで·:

アルミコップ
仏壇用水入れだが、雑
貨好き女子に受ける
キッチュなかわいさ

ワイン
13万8,000Ksな ど。
フル ー ティ ーな香リ
がある白がおすすめ

インスタントのモヒンガー

150Ks前後。思い出のミャン
マ 一 定番粕理を日本で作って
みるのも悪くない

オ ー ガニックコーヒー

麻袋がキュ ー ト。豆のま
まとひいたものと2種類
あり。1,350Ks

ミャンマ ー カレー缶
魚や豆、アヒルなど、種類豊
富でよりどりみどり。780Ks~

カシュ ー ナッツ菓子

ト売りになってることも

1箱8個入りで
3,250Ks。けっこう甘さ
控えめで日本人にもお
いしい

＼パッケ ー ジにも注力／

9盆盆翡昔本人

地球市民の会
プロジェクトマネ ージャ ー

柴田京子

循環型農業の普及に努める日本のNGO「地
球市民の会」がヤンゴンに野菜や卵を扱う
ショップをオ ー プン。同時に、土産に使え
るお茶やコ ー ヒ ーの販売も開始した。薬効
があるとされる植物を中心とした品揃えで、
これまでのお茶製品とは一線を画す。柴田
さんによると、一見でオ ー ガニックである
ことが伝わるような、ナチュラル感あるデ
ザインを心がけたという。 一 時帰国の際に
まとめ買いする人が多い。【C】

Sin Phyu Lay Co,. Ltd.

代表 新谷夢

「この国特有の、それでいて誰にでも受け
入れられる商品を」と新谷さんが注目した
のが、ミャンマ ーの伝統菓子「ナンカタイ
ン」。地元の菓子製造販売店と協力して日本
人向けにアレンジを施した。1箱に入れる
分量やパッケ ージデザインは、日本のデパ
地下や土産物店をしらみつぶしにリサ ーチ
し、決めたという。
個別包装で、コ ー

ヒ ー味やピ ーナッ
ップラリ味なども
ある。【日】

〇 高品質の品揃え 〇 風景画が人気 〇 宝石や織物も種類豊富
Select Boutique 
the Thiripyitsaya 

，定番土産 ・ クッキ ー を販売
Shwe Sin Sun Ye 

souvenir shop NANDAWUN 

55 Baho Road, Ah lone Township, 
Yangon 
匹01-221271 / 01-212409 
0 9:00 ~ 18:00 無休 t!I!l) P21-B5 

団体旅行のバスも横付けされる大型店。
品揃えが豊富で書店も併設

BARAN GALLERY 

名01-8604301
� info@bahangal lery.com 

自宅やオフィスに本物の絵画を。日本の
大切な方へのお土産としても。2014年6
月30 日現在、引越し予定。新住所や営業
時間は http://www.bahangallery.com／で

GF, Sakura Residence, 9 lnya Road, 
Kamayut Township, Yangon 
名01-525001
◎10:00 ~ 18:00 火曜休I&P24-B2 

扁級品からばらまき土産まで幅広い品揃
え。日本語スタッフ常駐で安心

Shop No. 3, Boghoke Aung San Market, Bog hoke 
Aung San Road, Pabedan Township, Yangon 
匹094-21160462 Ii!四P22-C2
⑨9:30 ~ 17:30 月曜・祝日休

ラピオブラザ店は販売終了。販売場所は
httpJ/www.myanmarcookies.jpで確認を

Aug 2014 Ml員N胄AR11m  




