
blueglue／ブルーグルー
リゾート水着の専門店！

The Salty Seagull／ザ・ソルティシーガル

2014年オープンの注目レストラン
絶品の蟹＆豚料理は必ず食べたい

KOLEGA／コレガ

地元で人気の
ナシチャンプル店！

namu／ナムー

イタリア人オーナーの
セレクトショップ

WRKSHP13／ワークショップ13

インドネシア人オーナー兼デザイナーの
ハンドメイドショップ

Taman Merah Spa／タマンメラスパ
旅の疲れを癒すお洒落なスパ

■ Jl.Petitenget No.198 B 
■ Tel. 0361-3074113
■ 営業10時-19時（日曜休み）
■ www.johnnyramli.com

■ Jl.Petitenget No.999
■ Tel. 0361-8497588
■ 営業11時-25時

■ Petitenget 234X
■ Tel. 0361-2797524
■ 営業 9時-21時
■ www.namustore.com

■ Jl.Petitenget No.98 A 
■ Tel. 0361-4732480
■ 営業 9時-20時（日曜休み）

世界12カ国で販売されているファッショナブ
ルなハンドメイドアクセサリーやシンプルな中
に遊び心のある革製バッグなどは要チェック！

80-90年代からインスピレーションを
受けたユニークな店構えは既にこの
通りのアイコン的存在！ランチタイム
から賑わうポップな店内で、紙エプロ
ンをして豪快に食すお店の一押しメニ
ュー「チリクラブ」、「ポークリブ」は是
非ご賞味あれ。200名以上収容できる
のでパーティーや宴会にも最適。

今やスミニャック地区オベロイ通りよりも
アツい！と言われるほどホットなストリート
となったプティトゥンゲッ通り。高級ホテル
やプライベートヴィラは勿論、ハイセンスな
ブティックやカフェ、押さえておきたい有名
レストランやクラブもあり立地条件もクリ
アした旅行者にはもってこいの注目エリア
です。徒歩30～40分程の道のりは、ウィン
ドウショッピングをしながら時にはカフェ
で小休憩、または隣接するビーチへ出掛け
るのもおすすめ。バリ島観光がひと通り
終わったフリータイムはプティトゥンゲッ通
りで、じゃらんじゃらん（お散歩）しちゃお！

バリ・アイランド・ヴィ
ラが経営するスパ。観
光、街歩きで疲れた体
をやさしいタッチでほ
ぐしてくれる。
※店舗詳細はP.38

フランス人デザイナーによる
繊細で甘美な水着やリゾート
アクセサリーが店内に並ぶ。
現在では島内に10店舗を構
え105ヶ国で販売中。日本未
発売！※店舗詳細はP.36

ピンクのビキニ
←Rp.720,000レザーのクラッチバッグ

↑Rp.750,000

旅先で一度は試したい地元の料理！
朝から賑わう店内には日替わりで毎
日30種類以上の品がガラスケースに
並び、好きな物を選べる。頼んだおか
ず毎に料金が変動するシステム。

本誌持参で
全てのメニュー25％割引！

ヨーロッパの街や市場とイ
ンドネシアの自然、ビーチラ
イフにインスピレーション
を受けた女性デザイナーによるショップ。肌
触りの良いジャージやシルクウェアのほか、
アクセサリーや手書きバティック布も人気。

プティトゥンゲッ通り

PETITENGET

バリ島街歩き

バリ島情報誌
BUKA - GOH16

人気のおかずを選んで！

Rp.35,000≒350円

Chilli Mud-
crub

Rp.250,000

Boss Hog Full Rack
Rp.190,000

シェフのアンドリー氏



Jewel Rocks／ジュエル・ロックス

バリ島発！
注目のアクセサリーブランド

Thai Corner／タイ・コーナー
気軽に立ち寄れるタイ料理店

Patty Gourmet Burger／パティ グルメバーガー
ボリューム満点のハンバーガーが絶品！

carga／カルガ

インテリアがもっと楽しくなる
アジアン雑貨店

a.muse／アミューズ

ストリート系ファッションを
チェックするならココ！

Saachi Clothing／サチ・クロージング

ビーチや街で大活躍の
アイテムを探して

■ Jl.Petitenget No.882
■ Tel. 0361-7131563
■ 営業 9時-21時

■ Jl.Petitenget 101
■ Tel. 0361-9032032
■ 営業 9時-20時30分

■ Jl.Petitenget No.1 A
■ Tel. 0361-4731615
■ 営業 8時-22時
■ www.jewelrocks.com

■ Jl.Petitenget 10
■ Tel. 0361-8638927
■ 営業11時-22時
■ www.thai-corner.com

■ Jl.Petitenget No.147B 
■ Tel. 0878-6236-3827
■ 営業 9時-23時
■ www.patty-bali.com

■ Jl.Petitenget No.886
■ Tel. 0361-8478173 
■ 営業 9時30分-20時30分
■ www.cargabali.com

オーストラリア人デザイナー、フィオナ
さん（写真左）によるカラフルなワンピ
ースや小物が揃う！ビーチや街歩きに
ピッタリのアイテムをゲットしたい。

2006年バリで設立したブ
ランド。平和や愛・友情を
テーマにしたファンキーで
カジュアルなブレスレット、
アンクレット、ネックレスを
日々発信！重ね付けしてお
洒落を楽しみたい♥

バリ人オーナーが厳選したインドネシア各
地の素材やデザインの違うこだわりアジア
ン雑貨は、あなたのお部屋にピッタリ！どれ
も可愛く思わず長居しちゃう楽しいお店。

辛み、酸味、甘み、そしてパクチーやバジルな
どのハーブ類が絶妙に絡み合うタイの家庭
料理がリーズナブルな料金で楽しめるお店！
気取らない雰囲気で、在住外国人で賑わう。

ハンバーガー好きのオーナーがこだわったバ
ンズと、店内の鉄板で焼き上げるパティの相
性が抜群！アメリカンテイストのバーガー13
種、さらにパンケーキや朝食メニューもあり。

まるでクローゼットの様なセレクトショップ
はファッショナブルなアイテムが並ぶ。スト
リートシーンから注目を集め各国アーティ
ストやセレブらも魅了するKTZ商品もあり。

濃厚で美味しいタイ料理の定番
トムヤンクン／Rp.38,000

ぶりきのボックス
左）Rp.25,000
右）Rp.30,000

ビーズをあしらったカラフルな瓶
各Rp.175,500

キャンドルホルダー
大）Rp.140,000
小）Rp.45,000

陶器のボウル
Rp.185,000↓

テーブルナフキン
各Rp.40,000
ナフキンホルダー

↑カルガ
オリジナル
キャンドル
Rp.120,000

↑ファスナーポーチ
各Rp.140,000

ファッションモデ
ルでオーナーの
オズレムさん→

ピアス
Rp.150,000

春雨のサラダ、ヤムウ
ンセン／Rp.25,000

左）The Mahi Burger
右）Th e  XO  P a t t y  
Burger／各Rp.60,000

左）Fantasea／Rp.440,000
右）Windsong Oxid／Rp.320,000

17

←ファスナー付
きのポケットが
あり鍵や小銭を
入れられる賢い

カラフルビーチマット／各
Rp .58
0,000

各Rp.20,000
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可愛いバティック柄！


