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ロマンティ ックな ひとときを

バレンタイン特集

バレンタイ
ンデー
特別ディナ
ー

14日のバレンタインデーに開催される「オイスター＆シーフードフェス
ティバル」は、店頭でチケット（RM5〜）を購入して、オイスター、ハマ
チ刺身、オーシャントラウト刺身、蛤のグリル、シーフード・ケバブなど
のシーフードを思い切り食べ尽くそう！ がテーマのフェスティバル。ワ
インやシャンパン、ビールなどのアルコール類も販売されます。しかも、
生バンド付きですぞ〜〜。

■ For the Lo
ve
Dinner （2人 of Fish Valentines
分
オイスターの 4品 RM288+）
シャンペン風
味、アー
モンドミルク
のガスパチョ
（キャビ
ア入り）
、 天 然 魚の
刺 身 盛り合
せ、デザート
わ
※各料理に
合うペアリ
ングワイン
も追加でき
ます。

５ッ星ホテルの和食ダイニングでいただく
日本人パティシエによる繊細な和スイーツ

サザン ロック シーフード キッチン

KLはバンサー駅から徒歩2分。古びたショップハウスの一角にある「サザン

オーナーのジョッシュさんの本業はニュー
ジーランド、オーストラリア、アイルランド、
フランス、オランダ、スペイン、イギリスな
どから仕入れた生ガキやオーシャントラウト
など生鮮魚介類の卸し。だから新鮮かつお
手頃価格のシーフードを提供できる。レスト
ランの隣には小売店が併設されており、デ
リバリーサービスもあり。

バレンタイン
ニュー
スペシャルメ
3日〜 14日
期間限定：2 月1
ス
バレンタインコー %GST）
（RM150+6
要予約
※ディナーのみ、

華家はグランドミレニアムホテル１階にモダン和食レストランとして2015
年4月にオープン。日本人パティシエ、木村理恵子シェフがデザートを担
当しており、バレンタインにはスペシャルデザートがいただけます。日本
産の懐かしい麦の味わいを活かした香ばしくほろ苦いチョコレートのガ

ロックシーフードキッチン」は、
「シドニー郊外のビーチにあるシーフードレス

トーショコラ、麦茶のムースには飴細工のハートをあしらうなど見た目も

トラン」をコンセプトとしたレストラン。
「明るいカジュアルな雰囲気のなか、

パティシエの木村理恵子
シェフがつくりだすスイー
ツは、女性らしい繊細な
センスが光ります。モダ
ンなインテリアのダイニン
グでロマンティックな時
間が過ごせそう。

すてき！ 黒ゴマ、抹茶、きなこを使った、
「和」をたっぷり味わえるマカ

旬の生ガキとおいしいシーフードが食べられるレストラン」と噂が噂を呼び、

ロンは女性が喜ぶことうけ合い！ ほかでは見たことのない麦をメインと

店内はいつも魚好きのマレーシア人や在馬欧米人で賑わっています。今年の

した和風で大人のチョコレートスイーツを楽しめます。スイーツ以外にも

2月で丸一年、その一周年記念とバレンタインデーをマッチングさせた超特
別メニューが、2月13日限定で登場！

華家
はなや

Southern Rock Seafood Kitchen
魚好きなイギリス人がオープンしたお店。
レストラン
生ガキなど新鮮な海の幸が大集合！

日本ではチョコレートであふれるバレンタインデー。マレーシ
アではカップルで食事をするのが人気のようで、いろんなレス
ア
トランでバレンタイン限定の特別メニューがいただけます。バ
トランでバレン
レンタインデーだけに、お酒やスイーツが充実した女性が喜び
レンタインデーだけ
そうなコースがたくさん！ 付き合い始めたばかりのカップル
そうなコースがたく
そう
はもちろん、結婚してもう長いというご夫婦も、おいしいもの
は
はも
ち ん、結婚し
ちろ
を一緒に楽しく味わって、も〜っと仲よくなるきっかけにしま
を一緒
を一
緒に楽し
楽 く味わ
せん
せんか？
んか？

バレンタイン限定の、華家ならではのモダン和食コースがいただけます。

さらに14日は上記のイベントが開催

されます。今年のバレンタインデーはサザンロックシーフードキッチンで、
「ヘ
32-34, Jalan Kemuja, Bangsar, 59000 KL
月〜土：10am-10pm、日：10am-6pm
03-2856 2016
【デリバリーサービス】1800-88 3474、03-2282 8315
southernrockseafood

ルシー＆カジュアル＆おしゃれ」にきめてみませんか？
※13日はディナーのみ。14日は「オイスター（生ガキ）＆シーフードフェスティバル」が昼
の12時から夜10時まで開催。

Shucked

Topshelf

シャックド

トップシェルフ

KL初のオイスターバーで
世界中の生ガキを味わいつくそう

TTDIの隠れ家的フレンチ
カジュアルに本格的な料理を楽しもう

シャックドはKL初の「オイスター（生ガキ）バー」で、
サザンロックシーフー

2012年にTTDIでオープンし、みるみるうちに人気店に成長したフレンチ

ドキッチンの姉妹店。オランダ、フランス、アイルランド、オーストラリ

レストラン。評判を聞きつけて遠方から来店する人も多いんですよ。人気

アなど世界のオイスター産出国から直輸入した旬のオイスターがズラリ！

の理由は、カジュアルな雰囲気と値段なのに、本格的なフレンチを楽しめ

とメニューを飾っています。ここで試食すれば、
「オイスターは産地によっ

るから。大人向けの落ち着いた雰囲気なのもいいですね。オーナーシェフ

て味が微妙に違うんだ！」ということが、必ず分かるはず。2月1日から29
日までの１ヵ月間は、
「バレンタイン・ダズン」と銘打って、計12個のオイ
スターを楽しむことができます。オイスターには「通の食べ方」があるので、
お店の人に聞いてから自分好みのオイスターを見つけるのもいいですね！

All for special price of

【パブリカ店】BIG Supermarket, Lower Ground, Publika,
1 Jalan Dutamas 1, Solaris Dutamas, 50480 KL
10am-10pm
03-2202 2484
【ガーデンズモール店】T-K03, 3rd Floor, The Gardens Mall, Mid
10am-10pm
Valley City, 59200 KL
www.shuckedoysterbars.com

期間限定：
2月12 〜 14
4品のコー
日
ス（
から選べる メインは3品
）
※ワイン 付 RM130++/人
き はRM19
（ プ ロセッ
0++
コ、 赤、 白
から
選べる）

メインのBaked Barramundi
（白身魚のグリル）は淡白だ
がしっとりした味わい。

方の定番郷土料理が楽しめます。バレンタインには、
サーモンのセビーチェ
に始まり、ロブスターのラビオリ、メイン、デザートの4品の特別コース

while stocks last

4 pieces Irish Premium
4 pieces Dutch Creuse
2 pieces Fines de Claire
2 pieces Gallagher Special

バレンタ
スペシャル イン
メニュー

のクリストファーさんはフランスとイギリスで修行しており、いろんな地

Irish Premium

RM

Valentine’s Dozen

9

Grand Millennium Kuala Lumpur
160, Jalan Bukit Bintang, 55100 KL
03-2110 5499
11:30am‒2:30pm、6pm-onwards

が楽しめます。メインのおすすめは絶妙な焼き加減のフィレミニヨンか、
2月限定
ョン
プロモーシ
イ
Dozen（ ア
Valentineʼs
、
オランダ産
ルランド産、
ラリ
ト
オース
フランス産、
ターが
ア産のオイス
118。
計12 個）RM

白身魚のグリル。ワイン付きのコースで贅沢なディナーを楽しんで！

Tragheanna Bay

61, Lorong Rahim Kajai 13, TTDI, 60000 KL
4pm-12midnight（LO 10:30pm） 年中無休
03-7727 7277
info@topshelf.com.my

Fillet Mignon（牛ヒレ肉のステーキ）は分厚くてジューシー。

デザートはやっぱりチョコレート仕立てのスイーツで。
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笹川
ササガワ

華やかな和のおもてなしで
ロマンティックな食事を演出
シェラトンインペリアルホテルにある本格日本料理をいただける「笹川」
。
週5回日本から新鮮な食材が届くので、いつでも旬の味を楽しめます。料
理長の笹川シェフほか、日本人スタッフがきめ細やかな心遣いをしてくれ、

バレンタイ
中国正月向 ン＆
けコース

いろんな食材、いろんな調理法を紹介してくれるので、すっかりファンに

■手鞠寿司
コース（
（前菜、
刺身、手鞠
寿司
デザート）RM 、蕎麦、
10
■特別ドリン 0 〜
クパッケージ
RM220セッ
ト
※ 料理に合
う日本酒 3種
も
しくはワイン
3種

なってしまった常連客も多いそう。さて、この「笹川」でバレンタインを
過ごすなら、かわいい手鞠寿司コースのランチがおすすめ。ディナーなら、
料理長おまかせ５品と、料理にマッチする日本酒、またはワイン各3種の
お酒のセットもあります。予算、
好みに応じて特別リクエストも可能なので、
ロマンティックなバレンタインを演出してみては？

日本酒なら久保田万寿 や
獺祭磨き二割三分、ニュー
ジーランドの日系ワイナリー
「大沢ワイン」など、和食と
それにマッチしたお酒を一
緒にいただくなんて贅沢で
すね！

Level 2 , Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel,
Jalan Sultan Ismail, 50250 KL
12noon-2:30pm（LO 2pm）
、6pm-10:30pm（LO 10pm）
03-2602 3288
http://sasagawakl.asia/
sasagawa.asia

Rama V Fine Thai Cuisine
ラマ ファイブ タイ クイジン

KLCCに程近い緑に囲まれた
隠れ家的タイファインダイニング
うっそうとした緑に囲まれた、落ち着く雰囲気のファインダイニング。蓮
の花が浮かぶ池の横には、貸切できるステキな雰囲気のシャレーもありま
す。オープンしたのは1995年。それから20年間、多くの在馬外国人やマ
レーシア人に愛され続けてきたレストランで、人気の英字誌『タイムアウ
ト』からも高い評価を受けています。タイに文明開化をもたらしたラマ5
世の名前を冠しているだけあって、繊細な飾り付けでハーブをふんだんに
使った料理はもちろん、サービスも雰囲気もすばらしく、タイ料理に合う
ワインも充実。リーズナブルなエグゼクティブランチセットもいいけれど、
ロマンティックな雰囲気でいただくディナーもバレンタインにピッタリ。
5, Jalan U-Thant, 55000 KL
12noon-3pm、6:30pm-11pm
03-2143 2428 / 03-2143 2663
www.ramav.com.my
ramav.com.my

グリーンカレーにヤムウンセンな
ど、定番のタイ料理なのに、グッ
と上品な演出と味になっていて、同
じ料理とは思えない! 油分は少な
く、野菜は多め。ヘルシーなのも
うれしい。

Coliseum Cafe
コロシアム カフェ

1921年創業の歴史あるカフェ＆バー
西洋＆アジアのこれぞマレーシアな味！
第二次世界大戦前の1921年に創業したマレーシアでもっとも伝統あるカ
フェ＆グリルハウス。ローカルが集うトゥンク・アブドゥル・ラーマン通
りにある本店は、コロニアルスタイルの内装に、使い込まれた木製のカウ
ンターなど、マレーシアの歴史そのもの。もともとは、マレー半島を統治
していたイギリス人や錫の商人などのために西洋料理を出していたのが、

バレンタイン
カップルセッ
ト
スープ、ミックス
グリル、グ
リルドサ ー モン
ステ ーキ、
デザート、ハイ
ナンコーヒー
RM159.90++
/2人
※全店舗で注
文可能

マレー、中国、インドのそれぞれのスパイスや調理法と西洋料理のスタイ
ルが混ざり合い、ユニークなコロニアルスタイルの料理が出来上がりまし
た。歴史を感じられるスタイルはそのままに、ここ数年、店舗を増やして
いるので、気軽に来店してマレーシアの歴史に思いを馳せてみてはいかが。

【本店】98-100&102, Jalan Tuanku Abdul Rahman,
03-2692 6270 ※その他、Plaza 33
50100 KL
（03-7932 3228）
、Mid Valley（03-2202 0588）
、
Sunway Pyramid（03-5611 1921）に支店あり。
www.coliseum1921.com/

こど も か ら大 人 ま で マ
レーシア人に愛され続け
ているメニューは、基本
は西洋料理だが、ソース
や味付けがマレーシア風。
スパイシー過ぎない心地
よい味付けで、日本人の
口にも合うはず！
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