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Barbecue Garden

宴会

バーベーキュー ガーデン

KLのビルの谷間の屋上でBBQ ！
都会のオアシス的レストラン
KLのど真ん中、ゴールデントライアングルに位置する隠れ家的 BBQレス
トラン。屋上にあり、見上げればビル、ビル、ビル！

BBQといっても、

牛肉やシーフード、クロコダイル、ベジタリアンなど100以上の種類が
あり、味付けも多国籍で飽きることがありません。BBQ以外にも生春巻
きなどのサラダ系、前菜の盛り合わせなどメニューは豊富。ビール、ワ
イン、
カクテルなどのドリンクもそろっています。開放的な雰囲気なので、

スルタン・イスマイル 通
り 沿 い のKLライ フセ ン
ターの屋上にあり、アク
セスのよさは抜群。パー
ティーやイベントにもお
すすめ。

特 別 な日を 過ご す ため の

と って お き の レス ト ラ ン

大人数でわいわい楽しんで！

耳より情報

Level 3, Life Centre, 20 Jalan
Sultan Ismail, 50250 KL
03-2181 8226
5pm-11pm
金＆土は深夜12時まで
www.barbecuegarden.my
barbecuegarden.my
info@barbecuegarden.my

特典①本誌持参で15％割引 !※アラカル
トのフードのみ適用。ドリンク、セットは
対象外。
12月1日〜2015年1月末まで有効。
特典② 割引券プレゼント※詳細はP5をご
参照ください。

Samba

フェスティブシーズンが到来しました！ 日頃の感謝の気持ちを込めて、
とっておきのレストランで、特別な時間を楽しみませんか？ そこで今回、
目的別（デート、接待、宴会）にレストランを集めてみました。

写真提供：Brasserie Enﬁn

Brasserie Enfin

宴会

サンバ

LRTのKLCC駅直結のショッピングモール、アベニュー K内にあり、アク
セスしやすいブッフェスタイルのレストラン。オープンデッキのエリア
もあり、巨大なツインタワーが見えるなど観光客にもおすすめ。BBQの
ほか、パスタやピザなど種類豊富なブッフェが基本ですが、もっといい
という方にはアラカルトのステーキも。BBQのグリル

が真ん中にど〜んとあり、焼きたてジューシーなお肉が味わえるので、
みんなでガッツリ食べて飲んで！

接待

口に広がる感動の旅
クリュッグアンバサダーが奏でる至上のフレンチ

KLCC駅直結で集まりやすい
みんなでがっつりBBQを楽しもう！

肉を食べたい！

デート

ブラッセリー・アンフィン

サウジャナ地区オアシススクエアにひっそりと佇む同店は、世界で現在
ケバブのグリルをテーブ
ル席まで持ってきて肉を
切ってくれるなど、ライブ
感あふれるサービス！
ランチ、ディナー、週 末
のブランチなど時間帯に
よってブッフェの値段や内
容が変わる。

13人しかいない「クリュッグアンバサダー」の一人、
オーナーシェフのジェ
イムズさんの正統派フレンチレストラン。素材の旨みをそのまま味わっ
てもらうため、
「素材は何なのか、見た目で分かる」料理作りがモットー。
無駄な演出は一切なし。ところが、ひと口食べると…。あたかも魔法をか
けられたかのような感動の旅に誘われます。

写 真 右 は、 極々普 通 の
「ローストチキン」に見え
るが、チキンの中には、
アワビ、北海道産ホタテ、
ナマコなどの高級食材を
使ったスタッフィングが
入っている。

というときにぴったりです。

耳より情報
クリュッグとは「シャ
ンパ ンの王 様 」 と
呼ばれるシャンパン
メーカーの一つ。そ
のアンバサダーに選ばれたジェイムズさんはマ
レーシア人として初めて選ばれたシェフだ。

156, Jalan Ampang, L3-3/3-4A Avenue K, level 3, 50450 KL
10:30am -10:30pm
03-21818 212
info.res.kl@samba-asia.com

Hakka

LotR-07, Central Piazza, No.2,
Jalan PJU 1A/ 7A, Oasis Square, Oasis
Damansara, 47301 PJ
03-7832 2969
11:30am-2pm、
7pm-midnight 月曜定休
BrasserieEnﬁn

Ciccio Pasticcio Ristorante Bar Pizzeria

宴会

ハッカ

大人数で行くならここで決まり！
1956年創業の老舗中華レストラン

激戦区チャンカットの人気店
薪で焼いたピザとワインで乾杯！

パビリオン KLの裏という絶好の立地にあり、ビアガーデンのような雰囲

チャンカットブキビンタンで常連客に愛され続けているイタリアンレス

気でいつも混雑している客家（はっか）スタイルの中華レストラン。な

トラン。ショップハウスを改装し、古いレンガの壁が無造作にむき出し

んと1000人も収容でき、エアコン付きの部屋かオープンな雰囲気の外の
席（屋根付き）
から選べます。これだけの人数分の注文をさばいているシェ
フたちは、みんな長年勤めている熟練ばかりなので、味は創業当時のま

デート

チッチオ・パスティッチオ・リストランテ・バー・ピッザリア

になるようにデザインされた店内は、木目調の調度品やオレンジや赤の
大人数でわいわい、がや
がやご飯を食べるのに最
適！ ビール もす すむ！
観光客にもおすすめ。

インテリアで統一され、ホッとできる雰囲気。おすすめは薪のピザ釜で
焼いた芳ばしいピザ、さまざまな種類のブルスケッタ、イタリア産のベー

まなんだそう。おすすめはスチームボートと、包（パオ）にはさんでい

コンやソーセージのコールドカットなど。素材にこだわったシンプルな

ただく豚の角煮のようなトンポーロー（東坡肉）
。お店のスタッフは、
ビー

料理はどれも味わい深い。

表の通りからカウンターと
テーブル席が見えるよう
な開放的な作りで、つい
ついワインがすすむ。

ルをついでくれたり、スチームボートの具を鍋に入れたりと、気配りが

LOGO
すばらしく、フレンドリー。日本語のメニューがあるのもいいですね。

90, Jalan Raja Chulan, 50200 KL
12noon-3pm、6pm-11:30pm
03-2143 1908
hakka.restaurant
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15, Changkat Bukit Bintang, 50200 KL
03-2141 8605
5pm-midnight（LO10:30pm）※ピザは深夜0時までオーダー可 年中無休
www.ciccio.com.my
info@ciccio.com.my
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Fuego

デート

宴会

フエゴ

こんなのいままで見たことない!?
南米スタイルのレストラン＆バー
Fuegoは南米のスペイン料理にヒントを得た遊び心いっぱいのレストラン＆
バー。料理から火や煙が出てきたり（ちなみにFuegoはスペイン語で「火」

ワカモレ（RM20 〜）はなんと5種類から
選べる。タコスではなく、野菜チップスと
供されるのもまたおしゃれ。KLCC近くの
新しいビル「トロイカ」の23階にあり、テ
ラス席からはツインタワーが！ 6時の開
店と同時に入店すれば夕焼けと夜景、両
方楽しめる。

の意味）など、
「こんなの初めて！」にたくさん出会えます。まず注文すべ
きはワカモレ専門のシェフ（！）による「ワカモレ」
。その他、タパス、肉
料理やデザートなど、どれもおいしいのですが、なかでもすごいのがカク
テル。特にモヒートとNegroniはすごい！ 何がどう「すごい」のかは、ぜ
ひ実際に試してみて！

耳より情報
カクテル3杯をお得な価格で楽しめる！
その名も、レストランを航空会社に見立
てて「FUEGO AIR-COME FLY WITH US!」
。
通常価 格は1杯 RM38ですが、3杯でなん
とRM89に。開店から閉店まで注文できる
のもうれしい。

Troika Sky Dining, Level 23A, The
Troika, Jalan Binjai, 50450 KL
03-2162 0886
（トロイカスカイダイニング）
6pm -midnight（LO10:30pm）
年中無休

Strato

デート

ストラト

絶景を眺めながら楽しむカジュアルイタリアン
ワインとよく合うピエモンテ料理
日本の居酒屋のようなカジュアルな「トラットリア」スタイルのイタリア
ンレストラン。
「ママが家族のために心を込めてつくる料理」がコンセプト

床にはレンガが敷き詰められ、ほっこりと
温かい印象。ほの暗いムーディーな雰囲気
は大人向け。夜景を楽しむなら、全面ガ
ラス張りの窓の近くの席へ！ KLの摩天楼
が宝石のよう！

ですが、繊細な味、盛りつけの美しさは家庭料理の域を超えています。イ
チオシはニョッキやラビオリといったパスタ、もっちりとしたピザ。絶景
を見ながらのお得なランチコース（2コース RM50++、3コース65++、紅茶
orコーヒー付き、月替わり）は質＆量ともに大満足できること間違いなし！

耳より情報
イタリアンレストランならではの豊
富なワインリストは有名。コースの
一皿ごとにベストマッチなワインが
いただけるペアリングディナーは
特別な夜にぴったり。

Troika Sky Dining, Level 23A, The Troika,
Jalan Binjai, 50450 KL
03-2162 0886（トロイカスカイダイニング）
12noon-3pm、
6pm-8:30pm / 8:30pm-10:30pm
※ディナータイムは2回入れ替え制。要予約。

Cantaloupe

デート

接待

カンタロープ

コース料理を贅沢に楽しもう！
フレンチファインダイニング
「マレーシアのなかのパリ」と『 ELLE（マレーシア版ウェブサイト）
』に評
されたKL随一のフレンチファインダイニング。キャビア尽くしのコースや、

素材にこだわり、素材そのものの味を生か
したシンプルなフレンチが楽しめる。シー
フード、野菜、チーズなどどれも新鮮。ト
ロイカスカイダイニングで最上級のお店だ
けに、夜景も特別。全面ガラス張りの窓
にはツインタワーが浮かび、特別な夜を演
出してくれます。

「スーパーセカンド」と呼ばれるワイン「シャトー・コスデストゥルネル」
をとことん楽しむコースなど、シェフのこだわりが強烈に伝わってきます。
一皿、一皿、本当に美しくて、まるで絵画か宝石のよう。淹れたてのコーヒー
に洋酒を混ぜて供される「スペシャリティーコーヒー」はディナーの後に。

耳より情報
月 〜 金 の 正 午 か ら 午 後 2時 限
定 のエクスプレスグルメランチ
（RM120++）が話題！ ランチな
のに、 なんと8品 のフルコース。
ディナーに比べたらかなりお得に
最高級の味が堪能できる。

Troika Sky Dining, Level 23A, The Troika,
Jalan Binjai, 50450 KL
03-2162 0886（トロイカスカイダイニング）
5pm-midnight（バー）
、
6:30pm-10:30pm（LO / ダイニング）

8

