Steam Boat Special

Ho Ho Steamboat
日本人の常連も多い人気店
具材の種類が豊富で鮮度も抜群
国内6店舗を展開する1999年創業の人気スチームボート専門店。
鶏と魚から煮出したスープはあっさりと日本人好み。スープに玉ネ
ギオイルを入れると風味がグッと増す。シーフード加工工場を所有
しているだけあって、魚介の鮮度と種類の豊富さは抜群。5 〜 6人
で飲んで食べて、予算目安はRM200程度とリーズナブル。税サな
しなのもうれしい。エアコンルームもあるが、オープンエアスペー
スでローカルな雰囲気を楽しもう。
おすすめは要予約のカニ
とガルッパ（ハタ科 の高
級白身魚）
。卵をたっぷり
抱 いたCrab RoeとButter
Big Crab、脂の乗ったガ
ルッパは「一食」の価値
あり！ 魚のすり身を揚げ
た つ ま み（RM5.40な ど ）
はどれもビールと相性抜
群。
「QQ豆腐」は鍋に入
れずにそのまま食べるとス
ナックのような意外なお
いしさだ。タイガー（大ビ
ン）RM16とビールもお手
ごろ。

スチームボートの具材は
葉 物 野 菜 の ほ か、 魚 介
も新鮮。ボリュームがあ
るので、大人数でサイド
ディッシュも 楽 し んで。
お す すめ は チリクラブ、
バタークラブなど味も価
格も大満足できるカニ料
理各種。ギネスで煮込ん
だチキンウイングは甘め
の味付けでしっとりやわ
らか。アッサムフィッシュ
はさわやかな上品な味に
仕上がっている。タイガー
大ビン RM14など、ドリ
ンク、料 理ともにリーズ
ナブル。税サなし。

基本セット RM17.50/セット（スープと17種の具材付き。 注文は2
セットから）

Sri Petaling Branch ※全6店舗。詳細は公式 HP
をご確認ください No. 19, Jln Radin Anum Satu,
Bandar Baru Sri Petaling, 57000 KL 012-289 3119
(Peter Lee) 4:30pm-12pm(LO) wwwsteamboat.
com.my（日本語サイトあり）GPS : 3.0677,101.6922

涼しい夜風に吹かれながらいただく冷えたビールと熱々の鍋は最高！
マレーシアで人気のスチームボート。たくさんあるスチームボートレストランはどこも個性豊か。
シンガポールスタイル、和風、トムヤム味などスープベースの味もさまざまで、サイドディッシュ
も充実している。ローカルな雰囲気の店から高級店までご紹介しますので、家族で、接待でなど、
TPOに合わせてお楽しみください！

炭鍋 Sumi Nabe Steamboat

ローカルな値段と雰囲気が◎
つまみがどれもとにかく旨い！

モントキアラ近くの人気店
備長炭と土鍋の日本スタイル

スチームボートのボリュームにまずビックリ ! そして一番人気の
サイドディッシュ「サテー BBQプロウン」のおいしさにまたビッ
クリ！ 一度エビを揚げ、さらにグリルしてあるから、頭から尻尾
までカリカリ、プリッと食べられる。これは絶品です！ クラナ
ジャヤ駅近くのどローカルな雰囲気の同店、切り盛りするのはおか
みのスーさん。23年前にコーヒーショップをオープン。昼間は屋
台のチキンライスや麺類、夜はスーさんの料理が味わえる。

日本語を話すおかみのポニーさんが切り盛りする鍋専門店。日本
人の共同オーナーが日本製の炭焼機で備長炭を生産しており、スー
プなどすべての調理に木炭を利用。4時間以上煮た鶏と小魚のスー
プはそれだけでおいしい優しい味。基本セットに好みで具材を追加
していくスタイル。キャメロンハイランド産の野菜など具材の旨
みが溶け込んだスープは、締めのおじやで一滴残らずいただこう。
ヘルシーでおいしくて、もう大満足！

基本セット RM35（トムヤムとクリアスープ仕立て。20種類以上の
具材付き）

ݵᔸᄀ᩸໖Ეᯥी
33, Jalan SS4D/2, 47301 PJ 012-6178 179
6:30am-1am(LO) ※スチームボートは午前11
時からオーダー可能だが、涼しい夕方以降がおす
すめ GPS: 3.112724,101.59918

基本セット RM35 〜（2人前。スープ、野菜、豚薄切り、キノコ、
魚介、麺3種など）

キノコ→フィッシュボール →
野菜…と順番にゆっくり味わ
おう。人 気の具 材は「チーズ
豆腐」、なかにスープが入った
肉団子「爆漿丸」
（かぶりつく
時は要注意！）のほか春菊や
長ネギも新鮮でおいしい。各
テーブルに七輪のようなもの
が埋め込まれており、これで
鍋のほか、熱燗、デザートの
「豆乳鍋」も楽しめる。
「豆乳
鍋」は白玉団子のような中華
スイーツ。オススメです！ 手
作りの薬味は豚薄切りと相性
抜群

H-0-6, M-Avenue, No.1, Jalan 1/38A,Segambut
Bahagia, 51200 KL 03-6250 3910（5pm以降）、
012-345 2892（日本語可） 5pm-midnight
※週末は予約がおすすめ
suminabe@gmail.com
GPS: 3.1859,101.656349

粤景 Yue Gin

Maple Fish Pot

豚足がど〜ん！と入った
コラーゲンたっぷりの香港スタイル鍋

ベースはフィッシュヘッドスープ
一流店のサービスと味を堪能

基本セット 豚足入りのスープベース「豬骨煲」RM18.50。
約10種類の具材セットは一人分 RM16.60。2人分から注文可
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みんなで囲もうスチームボート

Restaurant Yat Yeh Hing

以前、タウンガイド SS2編でもご紹介したこちらのスチームボー
ト専門店。なんといっても注目は豚足を煮込んだ白濁したスープ
「豬骨煲」。コラーゲンたっぷりで女性におすすめ♪ 豚足とナツ
メやクコの実、野菜などを一緒に約5時間煮込んでおり、豚特有
の臭みもなく、コクのある深い味わいに仕上がっている。チャン
カットにある人気のタイレストラン「ソムタムシーフード」と同
じ系列で、辛いものが好きならトムヤムベースのスープも◎。

鍋のフタをあけると、どっか〜んと鎮座する豚足
がなかなかの迫力。もちろん豚足も食べられます。
おすすめの具材はムチムチした歯ごたえの豚肉団
子「マッシュルームミートボール」
（RM9.50）と、
豚肉に野菜を練りこんだ水餃（1個 RM1.50）
。具
材はどれも手作りで新鮮そのもの。小エビと唐
辛子、ニンニクなどを4時間炒めて作るというド
ライチリソースは、つまみとしてそのまま食べて
もおいしい。ご飯もすすみそう！

大人数ならもっと楽しい

18, Jalan SS2/63,
47300 PJ
03-7863 0151
5pm-12am 第2＆最終
月曜日定休

プリプリの豚足はそのま
ま薬味をつけて食べても
おいしい。焼豚やイカの
フライ、カシューナッツ入
りのマヨネーズとチキンフ
ロスをキュウリに載せた
冷菜などつまみ系も充実。
タイガ ー か ギネスを2缶
注文すると1缶無料に! デ
ザートにはココナッツの実
に入れて供される黒米の
冷たいぜんざい（糖水）や、
マンゴーサゴを。甘すぎ
ず別腹にスルッとおさま
りますよ。週末の夜は駐
車スペースも含め予約がお
すすめ。

ペナンの人気店がKLに初出店。白に統一された食器類や、質のい
いカトラリーなど、
雰囲気、
サービス共に◎。
エアコンルーム完備で、
接待や記念日のお祝いなどにもよさそう。スープベースは、シン
ガポールで人気の白濁したクリーミーなフィッシュヘッドスープ。
ハタ科の白身高級魚ガルッパのほか、豚足、丸ごとの鶏を3時間煮
込んで作ったスープはまったく生臭みがない。新鮮な魚介、鶏、豚、
牛のほか、モツ、豚足など面白い具材もある。
基本セット RM38 〜（2 〜 4人前、5種の具材付き）に追加オーダー
するか、13種類の具材付きのRM88（2 〜 4人前）のセットも

G-12 & 13, Plaza Menjalara, No.1, Jln Menjalara
Idaman, Bandar Menjalara, 52200 Kepong, KL
03-6276 2388 12pm-2:30pm, 6pm10:30pm
sales@mapleﬁshpot.com
不定休
www.mapleﬁ shpot.com/ MapleFishPot
GPS:3.1941,101.629842
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