特別企画
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世界に「日本のラーメン」を広めた
博多豚骨ラーメンの名店
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日本で65店舗、ニューヨーク、シドニー、香港、シンガポールなど、世界
に日本のラーメンを浸透させたパイオニア。KLにも3店舗を展開しています。
ユニークでスタイリッシュな店構えが特徴で、女子会やデート、家族での
食事などさまざまなシーンで利用されています。ラーメンはもちろん、一
品料理やご飯もの、お酒も幅広くそろえ、ラーメンダイニングとして大活躍！
3 ヵ月毎に提供している限定ラーメンも注目です。

【Pavilion KL店】

03-2110 6233

11am-10pm

【The Gardens, KL店】

03-2201 6238
10:30am-10pm

赤丸新味 RM

28
濃厚で深みのあるスープとこだ
わりの細麺。人気の「白丸元味」
「赤丸新味」など、日本と変わ
らない本物の味が味わえる。

【Bangsar Shopping Centre店】

03-2011 6238

日本ブランドのラーメン店がどんどん進出してきており、ラー
メン好きにはうれしい限り。そこで、おいしいと評判のラー
メン店のおすすめポイントを一挙公開。あなたの好みにぴっ
たりなラーメンを探してみてください！

11am-midnight

Ippudo Malaysia

マルタマ ラーメン

ヤマゴヤ ラーメン

まる玉らーめん

山小屋ラーメン

東京・両国発の鶏白湯 塩ラーメン
まろやか〜なおいしさでリピート確実！

豚骨ラーメンの本場
日本国内150店舗を誇る九州筑豊の味

カナダ、中国、インドネシアなど、世界中に進出しているまる玉は、鶏白湯スー

コクがあるのに、コッテリじゃない。創業して45年になる山小屋が幅広い

プのパイオニア。鶏をぼろぼろになるまで煮込んだまろやかなスープ、店内

ファンを獲得している理由は、やはりスープにあります。豚骨だけを白濁す

で作った細めのちぢれ麺は、ついリピートしてしまう心地よい味。基本の「ま

るまで10 時間ほどじっくりと炊いて旨みと深みを引き出し、そこに本醸造

る玉らーめん」もおいしいのですが、
「赤らーめん」もおすすめ。7 種のナッ

しょう油で作った秘伝のタレを合わせたスープは、意外にもあっさりめで、

ツとドライチリが溶け込んだスープに、レモンを絞っていただくと、これが

週に一度は来店するファンも！

絶品！

りとしたコシがある麺もおいしい。

味付玉子を追加するのをお忘れなく！

店舗内で手作りしている細麺ながらしっか

【パブリカ店】A2-G2-8

03-6206 2220
日〜木：11am-10pm
金・土：11am-11pm

【タイムズスクエア店】
※移転オープン

赤らーめん RM

02-49-12, 13&12A, 2nd
Floor, Berjaya Times Square
03-2141 1573

24
半熟具合、味の染み具合など
完璧な味付玉子、日本産のあ
おさなど、トッピングを追 加
するとまた新鮮な味わいに。

【プチョン店】Setia Walk内

03-5879 1022
月〜木：12noon-4pm、6pm-10pm
金・土：12noon-11pm、日：12noon-10pm
【コタキナバル店】Jalan Gaya
08-825 3701
日〜木：11pm-10pm、金・土：11am-11pm
Yamagoya-Ramen-Kuala-Lumpur

【エンパイアー・ショッピングギャラリー店】

03-5621 0073
【アベニュー K 店】 03-2181 5595
11am-10pm 年中無休（3店共通）

キシュウ トンコツショウユラーメン

トッピングのチャーシュー
や、サイドメニューのギョー
ザも店内でていねいに手作り
しており、やさしい味！

RM24

バリウマ ラーメン

紀州豚骨醤油拉麺

ばり馬らーめん

「和歌山ラーメン」が旨い！
デサスリにオープンした人気店

豚骨スープファンにはたまらない
最強の濃厚豚骨醤油ラーメン

和歌山県で人気の「紀州豚骨醤油拉麺」が看板メニューのラーメン居酒屋。

豚骨スープファンなら、きっとご存知のはず。“ばり馬らーめん” のスープは最

ラーメン好きにはたまらないコクのあるスープは何度食べても飽きない味。

高級のたまり醤油をベースに、豚骨本来の旨味を最大限に引き出した「最強

日本でさまざまな業態の飲食店を経営しているオーナーは、日本人好み

濃厚豚骨醤油」
。現在、日本全国に35店舗を展開する人気ラーメン店ですが、

の味を熟知しており、客の多くがリピーター。サラダ、串揚げ、丼物など、

創業者は全国のラーメン店を食べ歩いて、どこにもない味を完成させたのだ

メニューが豊富なので、こども連れの家族から、仕事帰りに一杯というシ

そう。じっくり炙った厚切りのチャーシューに味のしみ込んだ煮卵、自家製の

チュエーションまでいろんなシーンで活用できます！

麺を丹念に仕込んだラーメンは、マレーシア店でも変わりなくいただけます。

紀州豚骨醤油拉麺
No.32, Jalan 30/70A, Desa Sri Hartamas,
50480 KL
03-6201 8866
【ランチ】11:30am-2:30pm（LO 2pm）
【ディナー】6pm-11:30pm（LO 11pm）
火曜定休
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むかしスペシャル
ラーメン

RM22

読者特典!!
ボリュームたっぷりのランチ
セットはとってもお得。居酒
屋メニューはかなり充実して
いるので、宴会にもぴったり！

ラーメンをオーダーすると追
加で、
「炙りチャーシュー 2枚」
が 付 いてくる！ ※注 文 時 に
本記事をご提示ください。

のり玉うまラーメン

RM29

L3-11 Level 3, Jaya Shopping Centre,
Jalan Semangat, Section 14,
46100 PJ, Selangor
03-7932 2958
12noon-10pm
www.bariuma.my
bariuma.my
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老酒楼
豚骨、鶏がら、アサリのスープがうまい！
ラーメンと餃子が大人気の中華食堂
ラーメンなど大衆的な中華料理を低予算でいただける店が去年タマンデサ
にオープン。同じショップロットの並びにあるさぬきうどんとは姉妹店。自
家製の麺はコシがあり喉越しも◎。スープは豚骨と鶏ガラがベースで、仕
上げにアサリの風味を加えており、コクはあるけど脂っこくなく、最後の一
滴まで飽きずに飲み干したくなるおいしさ。仕事帰りにビールを片手に餃
子をつまみ、仕上げにラーメンをいただけば、大満足！

塩らーめん RM
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No.25, Jalan Bukit Desa 5, Taman Bukit
Desa, 58100 KL
03-7980 1464
11:30am- 3pm、5:30pm-9:30pm
月曜定休

サイドメニューも豊富で、皮
も自家製の餃子は秀逸。何度
も通いたくなるちょうどいい
味と価格！

ラーメンイザカヤ カズシ

らーめん居酒屋和司
モントキアラの日本人御用達
懐かしい「日本の中華」の味
ソラリスモントキアラにある日本人に人気のラーメン居酒屋。ラーメン以外
にもレバニラ炒めや麻婆豆腐など、メニューが豊富で価格は全体的にリー
ズナブル。ベースのスープは豚骨のほかにも魚介や鶏を使ったクリアなスー
プであっさりしており、ゴクゴク飲み干せるほど。なかでも、広島のご当地
ラーメンである「尾道醤油らーめん」や「広島ピリ辛つけ麺」などが人気！
日本の漫画もあり、一人でもゆっくりできる雰囲気。

ラーメン
居酒屋

Unit 15-G, Ground Floor,
Jalan Solaris 3, Solaris Mont
Kiara, 50480 KL
03-6203 0155
月〜土 : 12noon-2:45pm、6pm-11:45pm
日 : 11am-2:45pm、6pm-10:15pm
年中無休

和司
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冷やし中華 RM

さまざまなB 級グルメ的メニュー
の ほ か、 特 盛りのラーメン かカ
レーを30 分以内に完 食したら無
料というチャンレンジメニューも！

ラーメン カンベ

らーめん神戸
便利なダマンサラエリアにある
なつかし〜い日本の味のラーメン店
味噌や豚骨ラーメンがポピュラーになる前から広く日本各地で愛されてき
たのが、あっさりしたしょう油ラーメン。そんな昔懐かしい味を楽しめるの
が、らーめん神戸。野菜と鶏がらの旨みを十分に引き出すため7時間煮込
んだスープと、こだわりの厳選小麦を使った自家製麺の弾力、コシは何度
でも食べたくなる心地いい味。IKEAやザ・カーブの近くで、モントキアラ
からも楽にアクセスできます。
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らーめん RM

ジュー シ ー な 唐 揚 げ や、 丼
ものなど、ラーメン以 外 のメ
ニューも充実！

G-28, Block Empire Retail, Empire
Damansara, No.2, Jalan PJU 8, 47820 PJ
016-202 5812
11:30am-10pm
www.ramenkanbe.com
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