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マレーシアではどこでも食べられる
わけではない豚肉。とんかつ、バク
テーにBBQポーク……。牛肉や鶏肉、
魚もおいしいけれど、たまにジュー
シーな豚肉にガブッとかぶりつきた
くなる！ というあなたにおすすめ
の、豚肉料理の名物店を一挙公開！

サイドディッシュには炒めた野菜が定番。

やっ ぱ り 食 べ た い

豚肉

クラン で は 朝ご は んとして食 さ れ るが、
ショッピングモールなので、ランチでもディ
ナーでも好きなときにどうぞ。
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おすすめの豚料
理
がっ つり 肉 が
食 べら れ る定
番 の「 大 骨」
（ 写 真 上 ）の
ほ
か、豚足（脚
则や脚弯）は
コ
ラーゲンたっ
ぷり。豚 の肩
肉
（Chiew Pai Ba
h）は食べやすく
カットされて供さ
れる。

油条をスープに浸して食べるのが通。また、
ご飯にスープをたくさんかけて食べても旨い！

ジャロード

アンド

ローリンズ

プリッとした食感のソーセージ
も自家製。ポークリブやポーク
チョップなど、豚肉料理はどれ
もハズレなし！

Jarrod & Rawlins
パオシャン バクテー

ポークリブ、自家製ソーセージが絶品
英国スタイルを基本とした洋食が人気のパブ

宝香 绑线 肉骨茶
クラン発祥！ 中国の伝統を受け継いだ味わい。紐でしばった骨付き肉が旨い！
高品質の漢方とスパイスを使って煮込むことで、豚肉から旨味が溶け出

レックファーストは、なんと受賞歴まであり、満足度が高いことで有名。

発祥といわれているバクテーのルーツは、19世紀に中国の福建省や潮

て、コクがあるけど油っぽくないサラッとしたスープが出来上がります。

日本でも話題になったエッグベネディクトもありますよ！ ディナーをい

州地方からマレーシアに移住した肉体労働者達が朝ごはんに食べたとい

さて、宝香といえば、煮込んで柔らかくなった肉が崩れないように紐で

ただくなら、ポークリブやBBQポークをがっつり食べながら、ワインを堪

う骨付きの豚肉を漢方で煮込んだ料理。中国ではバクテーに似た料理が

しばってあることが有名ですが、こうすることで肉の旨味を内側に閉じ

能しましょう。ワインの種類はかなり豊富で、料理に合う銘柄もアドバイ

1000年も前から食されていたんだとか。宝香は、創業者の阿 宗がクラ

込め、余分な脂身は溶け出ていくんだそう。中国系マレーシア人が、懐

スしてくれます。女性が好きなスパークリングワインもいろいろあるので、

ンで始めたバクテーの屋台が始まり。クランのほか、パビリオン KL、ミッ

かしい！

女子会や特別な日のお祝いにもおすすめ。ここの目玉は、テスコなどスー

ドバレー、ワンウタマなどにも店舗があるので、行ったことある！

モールで味わえるなんて、うれしいですね。

バクテー発祥の地、クランに本店があるバクテーの名店。マレーシア

と

と喜ぶ昔ながらのバクテーの味を、KLの涼しいショッピング

「大骨」ですが、軟骨や内臓、三枚肉など部位によって味わいや食感が違
うので大人数で囲むのがおすすめ。北京、バンコク、シンガポールなど
海外にも店舗があり、海外での評価も高い宝香のバクテーのおいしさの
秘密はやっぱり漢方。創業者から受け継いだ伝統的なレシピを守り、最

イングリッシュブレックファーストにかかせないブ
ラックプディング（豚の血のソーセージ）はマレー
シアではここでしかいただけない逸品。

パーマーケットにも卸しているという自社工場でつくっているフレッシュ
な味わいのソーセージ。また、日曜限定の「ローストディナー」は試す価

いう方も多いはず。約20もの豚の部位から選べ、定番は太腿にあたる
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バンサーとダマンサラハイツにひっそりとたたずむ大人のためのカジュ
アルな英国スタイルのパブ。ここの伝統的スタイルのイングリッシュブ

【パビリオン KL 】Level 6
03-2148 6388
【1ウタマ】ニューウイング LGフロア
03-7731 1302
【ミッドバレー 】Gフロア
03-2282 9087

その他、クラン（2店舗）
、チェラス、シャーアラム、スバンジャ
ヤなどにも支店あり。
www.paoxiangbkt.com
paoxiangbkt

値あり！

おすすめは豚料理ですが、ビーフ、ラム、チキンなどもあり、

チキンベーコンはこだわりの手作り！

ランチタイムのあとも、夜まで

ずっと開いているので、お休みの日の昼下がりにワインを飲みながらまっ
たりするのにもいい雰囲気です♪

【バンサー店】No 63, Jalan Bangkung,
Bukit Bandaraya, Bangsar, 59100 KL
月〜金：11am-1am、土日：8:30am-late
03-2095 1608

http://jarrod-rawlins.com

【ダマンサラハイツ店】No. 32-M, Jalan
Medan Setia 2, Plaza Damansara, 50480 KL
10am-12:30am（LO 10:30pm）
03-2093 5830

Jarrod & Rawlins
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ボッテガ

メディテラネア

月に1度のイベント

Bottega Mediterranea

3月26日（土）は、RM1
20nettで、
オーガニックワイン4杯に
、コー
ルドカット、
チーズ、
パスタやリゾッ
ト、デザートなどが食べ
放題に！

直輸入の新鮮食材を購入できる
イタリアンスタイルのデリカテッセン
イタリア産のチーズ、ハム、サラミ、パスタ、オーガニックワイン、オ
リーブオイル、酢、コーヒー豆、ソースなど、新鮮で最高級の食材を毎週

もっちりしたバゲットに新鮮なハムやチーズを挟んだシ
ンプルなサンドはRM17。月〜金の10am-8pm、土の
10am-6pm限定。テイクアウトも可能。

イタリアから直輸入しているデリカテッセン。お店で品定めするのも、メー
ルや電話で注文して宅配してもらうのも可能。日本人スタッフがいるので相
談できるのもうれしいですね。豚肉のハムなどはスライスして真空パックに
してくれるので、お皿にならべるだけで手軽にホームパーティができそう。
店の外にテーブル席があり、月〜土曜限定のバゲットサンドイッチのランチ

豚肉の生ハムやサラミなど、昔ながらの方法でていねいに仕上
げられており味は格別。イタリア産のワインとよく合う！

はかなりおすすめ。本格的な味わいのイタリアンコーヒーもいただけます。

セニョ〜 ム読者
限定特典

No. 1A, Jalan Ceylon, 50200 KL
月〜金：10am-8pm、土： 10am-6pm、日曜定休
※祝日は休業の場合もあり
03-2070 4222 / 017-2268287（日本語 OK）
home@bottegamediterranea.com
※宅配のオーダーは100グラム単位でRM100以上か
ら注文可能。配達地域はクランバレー内。
www.bottega.my
bottega.my

Get Free 100gm
of Culatello Cold Cuts
イタリア産高級生ハム クラテッロ 100g
Only for Senyum Readers

Name:
Mobile:
Email:

サンホンバクテー

新峰肉骨茶
クアラルンプールで一番！ と評判
ガイドブックでもおなじみの名店
KLでバクテーといえばココ！

といわれるほどの有名店。ブキビンタ

ンから徒歩5分ほどの好立地で行きやすく、日本のガイドブックにも載っ
ており、ローカルはもちろん、各国からの旅行客で連日にぎわっていま
す。同店のバクテーは漢方の風味が強すぎず、あっさりめなので、バク
大門 USJ店開店
を記念して

15％割引！

※アラカ ルト
メニ ュー の み
（飲み物以外
）
。
※大 門 USJ店
限定。お 持ち
帰りは不可。
※2016 年3月3
1日まで有効。
※他のプロモ
ーションとの併
用不可。

やみつきになりそう！

野菜や豆腐のサイドディッシュ、スチームフィッ

シュ、ポークナックルなどバクテー以外の料理も充実しているので、日
本からのゲストにも喜ばれそうですね！

味が濃い目のドライバクテー

はビールのお供に最適！

35, 37, 39 & 41 Medan Imbi, KL
6am-11pm
03-2141 4064
SunFong Bak Kut Teh

ピギーテイル

Piggy Tail

とんかつ

Tonkatsu

高品質でおいしい「サクラポーク」を使用
豚肉とお酒を愛する人のためのレストラン

パビリオンにあるとんかつ専門店、スバンに新店舗オープン！
パビリオンにあるトンカツ屋さんといえば、ご存知の方も多いはず。

く、肉の旨味が口いっぱいに広がります。いりゴマが入った小さなすり鉢

2010年にマレーシア初のとんかつ専門店としてオープンし、ローカルの

と共に供されるので、日本のとんかつ屋さんみたいに自分ですって、自家

中国系やマレーシア在住の日本人の間ですっかり定着している人気店で

製とんかつソースと混ぜていただきましょう。ここのとんかつソースは３

す。びっくりするほどジューシーでやわらかく、臭みのない豚肉は、日本

時間煮込むという本格派。市販のものとは一味違いますよ！

酒と牛乳に一晩漬け込むというていねいな下ごしらえのおかげ。日本から

今年2月には、スバンジャヤの新しいショッピングモール、大門 USJに

取り寄せている生パン粉を使い、揚げ油にもこだわっていて、カラリと揚

2号店をオープン！ 3月末までプロモーションを実施中なので、ぜひ行っ

がった衣のなかにはちょうどいい火の通り具合のジューシーな豚肉。これ

てみて！

が濃厚なスペ
漢方の風味
ーは、30 分
シャルバクテ クテー大
。バ
前に要予約
う方はぜ ひ
好き！ とい
試してみて。

バンサービレッジⅡのすぐ前にある立地最高のレストラン。ここの目玉
はなんといっても「サクラポーク」
。ヘルシーな野菜と雑穀を食べて育った
豚は、臭みがなくジューシーで、脂身までおいしい！ ぜひぜひ、人気の

インビ地区の屋台街のす
ぐ横にあり、ローカル色
満 載のいい雰囲気です
が、食器などは衛 生的。
ご飯を注 文して、スープ
をたっぷり掛けていただく
のがローカル流の食べ方。
スープはおかわり自由。

セニョ〜ム読者
限定特典

豚しょうが焼きや、カツ丼、カツカレー、
豚角煮など、とんかつ以外のメニュー
も充実しており、豚肉好きには嬉しい
限り。ビール、日本酒、ワインなどア
ルコールのラインアップも豊富。パビ
リオンに入居しているだけあって、店
内はシックで落ち着いた雰囲気。

テー初心者にもおすすめ。じっくり煮込まれた豚肉やモツはやらかくて

理
おすすめ豚料

① Pork K nuckle、Long Ribs、
Short Ribs、Pork Shoulder
Steaksのいずれかを注文する
と日本酒１杯が無料に。
② 2杯目以降の日本酒も
RM24nettのプロモ価格に。
※3月31日まで有効

サクラポークは成長促進剤などは一切使用して
いないので、安心！ 健康的な環境で育てられ
た豚肉は、良質のビタミンBを多く含み、脳を活
性化する作用も。

ポークナックルやポークバーガー、BBQポークリブをみんなで注文して、
がっつりと旨味たっぷりの豚肉を味わってみて。酒の肴にぴったりな料理
が多いだけあって、生ビールはもちろん、ワイン、日本酒、ウイスキーな
どお酒の種類が豊富で、値段もリーズナブル。深夜１時まで開いていて、
お酒と豚肉を愛する方にイチ押しのお店です。

にサクッとかぶりつく瞬間は、とんかつ好きにはたまらないひと時ですね。
イチオシは、ごはん、豚汁、キャベツがお替り自由なセットメニュー
で、なかでも豚ロースカツと豚ヒレカツが一緒にいただけるセットがおす
すめ。ここの豚ロースカツは適度に脂がのっていて、その脂身がまた旨い
のです！ 脂身が少なめでサッパリといただける豚ヒレカツも、やわらか
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【パビリオン店】Lot No. 6.12.00, Level 6, Pavillion,
168 Jalan Bukit Bintang, 55100 KL
03-2144 2992
【大門USJ店】Lot 4 - JFS 07, Level 4, 1 Persiaran
03-2141 9897
Kewajipan, USJ 1, 47600 Subang Jaya
11:30am-11pm 年中無休
www.tonkatsu.com.my
Tonkatsu by Wa Kitchen

No.39, Jalan Telawi 3, 59100 Bangsar Baru, KL
11am-1am
03-2202 2166
http://piggytail.webs.com/
piggytailkl
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