特別企画

特別企画
「野山椒」の酸っぱくて
辛い風味がアクセント
の「山椒牛肉」
（RM30）
。

暑 いからこそ食

湘里人家湘菜館
レストラン シェンリープレイス

おす すめポイント
唐辛 子だ けで もさまざ
まな
種類を使 い分 けている
。例
えば、痺 れる辛さの「麻
椒」
辛さ 抑 え め のド ライ
チリ、
青唐 辛子を酢 で漬け込
んで
発酵させた「野山椒 」な
ど、
すべ て中 国から輸 入。
ここ
まで本格 的な湖南 料理
の店
はKLでも数店 舗だけ！

中国湖南州出身のシェフの手による
中国八大料理の一つ、 辛旨「湖南料理」

べたい！

Spicy Food

「辛い中華」といえば日本人にとっては四川料理ですが、「湖南料理」
も中国では辛い中華料理の代表格。四川料理が「麻椒」を多用し、痺
れるような辛さが特徴なのに対し、湖南料理は多様な唐辛子やスパ
イス、漢方を活用。辛いだけじゃない、独特の味が楽しめるのです。
前菜には漢方で煮込んだ豚の耳を薄く切ってラー油をかけたものを。
鶏肉を蒸して手で裂き、発酵させた唐辛子味噌で味付けした「干锅
手撕鸡」、豚足を漢方で煮込んで揚げ、チリやクミンシードと炒めた

マレーシアには、酸味や甘味があるタイ料理、スパイスたっぷりのインド料理、

「黄金猪手」など、未知の辛旨テイストに出会えます！

唐辛子たっぷりの中華、そして日本のB級グルメにだって辛くておいしい料理はたくさんあります。
常夏マレーシアで「食欲がちょっとないな」というときにこそいただきたい、

漢 方で煮 込 んで
あるので 油っぽ
さはなく、プルッ
プル の「 黄 金 猪
手」
（RM30）。ク
ミン シ ードと ニ
ンニクの 芽 の風
味も面白い。

極上辛旨料理を集めてみました！
特別企画の内容は、セニョ〜ムのホームページ www.senyumpress.com で公開しています！

74G & 76G, Jalan SS21/62, Damansara Utama, 47400 PJ
11am-10:30pm
03-7726 7633
Xiang Li Place Restaurant 湘里人家湘菜館

さまざまな味 が
一 体化していて、
食 べ て 楽 し く、
見 た 目 も 楽し い
「 Dancing Fish &
Squid」
。

Fa-Ying Thai fare and cafe
ファ イン タイフェア

カフェ

タイ料理の名店 「RamaⅤ」傘下の
カジュアルなモダンタイ料理が楽しい！
西洋のカジュアルなダイニングカフェの要素を取り入れ、モダンかつ
伝統的なタイ料理が楽しめるおしゃれなレストラン。店の名前の「Fa-

おす すめポイント

Ying 」とは、
タイ・チャクリー王朝のモンクット王が溺愛した娘の名前。

南国のスパイスをふんだん
に使 い、 酸 味、 甘 味、 塩
味、そしてクリーミーと複
雑な味 わいが 楽しめ るモ
ダンなタイ料理をいただく
なら、次の4品がおすすめ。
Smok ed Duck & Lyche e
Red Curry、Dancing Fish
& Squid、Squ id Ink Tom
Ya m S o u p 、To m Ya m

モンクット王は先見の明があり、奇抜な政策を行った王として知られ
ています。不幸な事故でFa-Yingを失って悲しみに暮れますが、
ある日、
サルが眼鏡を持っているのを見て、生命力にあふれ、冒険好きだった
Fa-Yingを思い出します。プリンセス Fa Yingにインスパイアされた
という同店では、常に新らしく、ユニークな味に出合えます。

Fried Rice。

GB-08, Ground Floor Boulevard,
Paradigm Mall, 47301 PJ
日〜木：11am‒11pm、
金〜土：11am‒midnight
03-7886 9943
faying.com.my
manager@faying.com.my

スモークダックとライチ
が入ったレッドカレー。
スパイスが効いたカレー
に、甘いフルーツと芳ば
しいダックがマッチ。

1994 年にオープンしてから20年にわたり、マレーシア観光局のほか、
雑誌「マレーシアタトラー」
「Time Out」などから様々な賞を受賞して
きており、味＆サービスの質の高さはお墨つき！

お す すめポイント
RM45）の
赤から鍋（1人前
豚バラ、 つく
基本 具材 は、
ン、 豆 腐、 油
ね、 牛ホ ルモ
、白 菜、 もや
揚げ、長 ネギ
あり、トッ
し、ニラの9 種類
てオリジ ナ
ピングを 追 加し
のも あり。〆
ル鍋 を楽しむ
チーズリゾッ
には、大人気の
炊、ラーメン、
トのほか、雑
RM9）。
うどんもある（各

赤から

Bombay Palace Restaurant

アカカラ

ボンベイ パレス レストラン

辛い!! だけど止まらない旨さ！
名古屋名物「赤から鍋」が初上陸

インド ・ 英 ・ 米 ・ カナダに支店をもつ
世界的に有名な北インド料理の名店

ハズレなしの鉄板メニュー
「赤から卵焼き」
。チーズのほか、
明太子も旨い！

めの南インドに比べてマイルドでリッチな味わい。もちろん、さっぱ

プが特徴の鍋。スープの辛さは11段階（０〜 10番）から選べますが、

ブがたっぷりで、日本人好みのカレーが楽しめます。辛さを求めるな

辛い 料理 なら、大 きめ
のプリプリのエビ
を玉ネギ、ショウガ、
ニンニク、トマトと
炒め、スパイスやハーブと
煮込んだ Zinga
Masaledar
（RM36、
写真右下）
がおすすめ。
「チキン・アチャリ Mur
gh Achari
（RM35）
」
、
「タワ・マトン Tawa Gosh
t（RM35）
」も辛
くて旨い。辛すぎたらヨー
グルトを混ぜれ
ばさわやかでマイルドな
辛さに大変身！
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看板メニューの「赤から鍋」は、

名古屋味噌と赤唐辛子、数種のスパイスをブレンドした甘辛いスー

り辛めの料理もあり、唐辛子、コショウ、ミントなどのスパイス＆ハー

おす すめポイント

ついにマレーシアにオープン！

北インド料理は、クリームやナッツ、ドライフルーツなどを多用し、辛

ビールに合う！ 名物「鶏せせり」
（RM13）

始めての方は3番がおすすめ。
「辛いのは苦手」という方やお子様連れ
なら、辛さ0番にして、追加辛味噌（無料）を追加していきましょう。

らゴア地方発祥の「チキン・ヴィンダルー（右上）
」がおすすめ。付け合

もう一つの看板メニューが「鶏せせり」
。せせりとは、
一羽からちょっ

せには、ナッツやドライフルーツ入りのちょっと甘めの「カシミールナ

としかとれない鶏の首の部分なのですが、引き締まっていて、適度

ン」という意外な組み合わせがびっくりするほど合う！ 名物のマン

に脂がのっていて、プリップリ！

ゴーラッシー、インド産ビール「キングフィッシャー」もどうぞお試し

赤からの通は、
まずは赤きゅう（赤から味噌＋キュウリ）をオーダー

あれ〜！

して乾杯！
20, Jalan Sultan Ismail,
Life Centre, M-3A,
Mezzanine Floor, 50250 KL
12noon-3pm（LO 2:30）
、
6:30pm-10:30pm（LO）
03-2171 7220

鶏せせり、赤から卵焼き（チーズがおすすめ）をつまみ

ながらさらに飲み、そして、主役の赤から鍋が登場！
A2-G2-02, Solaris Dutamas, Jalan Dutamas 1,
Sri Hartamas, 50480 KL
5:30pm-11pm 年中無休
03-6206 4964
Akakara Japanese Hotpot Malaysia 赤から

〆には肉と

野菜の旨味が溶け出したスープに、ご飯とチーズを投入したトロト
ロのチーズリゾットを。このリゾット、ハマってリピートすること
確実の旨さなので、お見逃しなく！
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特別企画

KompassionⅡの人気メニュー「Lobster Green Curry」
（左上）と、
「Grilled Beef with Panang Curry」
（上）
。

左から「Green Curry Pork」
、
「Mango Sticky
Rice 」。
「ダブルクックポークベリー、
ソフトシェ
ルクラブとキュウリのサラダ添え」
（写真右）は、
舌の上でとろけるようなポークベリーとカリッ
とした歯ごたえのソフトシェルクラブにクリー
ミーなグリーンカレーがたっぷり。どれもダマ
ンサラキムのKompassionでいただける人気
メニュー。

セニョーム読 者
限定特典

15%OFF
※注文時に本誌を提示
してください。
※アラカルトメニューの
み。
セットミールには適用不
可。
※2016年 6月末まで有効

Kompassion
コンパッション

ル ・ コルドン ・ ブルー卒のタイ人シェフによるハイセンスなモダンタイフュージョン
モダンなタイ料理がいただける「コンパッション」がダマンサラキム
にオープンしたのは2013年。同店のユニークなコンセプトをつくり上げ
たのは、タイ北部のチェンライ出身のシェフ、Komさん。目指したのは、

クリブのグリル、イタリアンスタイルのマンゴー＆もち米などもぜひ試し
て欲しい逸品。
Komシェフは、2015年にル・コルドン・ブルーを卒業後、TTDIにポー

こどもの頃から親しんできたタイの味に、さまざまな国の材料や味を取り

クフリーの「コンパッションⅡ」をオープン。ここの人気メニューは、ロブ

入れて、さらにおいしいものをつくること。コンパッションの料理は、明

スターグリーンカレーや、グリルビーフのパナンカレー添えなど。Komシェ

らかにタイの味なのに、トルコやイタリア、日本料理の香りやスタイルが

フが吸収したフランス料理がスパイスになった、センスのよい新感覚のタイ

びっくりするくらいうま〜く取り入れられているのです。例えば、
「レッ

の味が楽しめます。

ドスナッパーの味噌ペースト焼き」
。味噌ペーストでマリネした丸ごとの
焼き魚に、南米スタイルのトマトサラダが添えられているのですが、食べ
てみると、細部まで計算されたバランスのいい味！

また、ありそうでな

いのがKomシェフのサラダ。「アボカドとモヤシのサラダ」は、新鮮な素
材を使い、エビコとさまざまななナッツやスパイスをトッピング。最後に
オリジナルドレッシングで仕上げており、一口食べるたびに新しい風味が
口のなかに広がります。その他、ポークタンドリーサテー、中華風のポー

【Kompassion】5, Jalan SS 20/11, Damansara Kim, 47400 PJ

03-7731 9256

Kompassion - Damansara Kim

【KompassionⅡ】7, 15, Lorong Datuk Sulaiman, Taman Tun Dr Ismail, 60000 KL

※ポークフリー
03-7731 7016
Kompassion II - Taman Tun
11:30am-2:30pm、6pm-10:30pm 月曜定休
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