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KLはバンサー駅から徒歩2分。ショップハウスの一角にある
同店は「シドニー郊外のビーチにあるシーフードレストラン」
をコンセプトとした店。「明るいカジュアルな雰囲気のなか、
旬の生ガキとおいしい魚介が食べられるレストラン」と噂が噂
を呼び、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。新鮮な魚やオイスターの宅配も可能。注文総額
RM250以上で送料無料に！

魚好きなイギリス人がオープンしたお店
生ガキなど新鮮な海の幸が大集合！

Southern Rock Seafood Kitchen
サザンロックシーフードキッチン

特別企画特別企画

週末限定の「朝ごは
ん セ ット（RM17）」。
これに焼き魚を追加
すればパーフェクト！

オランダ、フランス、
アイルランド、オースト
ラリアなど世界各国か
ら直輸入した旬のオイ
スターがズラリ。産地
ごとの味の違いを楽し
もう！

セニョ～ム読者
限定特典

宅配サービスを初めて利用される方限定！　スモークオーシャントラウト100グラムが無料に。

ぷりぷりの岩ガ
キ（Lサイズ）！

「手巻き寿司セット
（RM80～）」は人数や
好みに合わせて注文
可能。※海苔とご飯
は含まれません。

B-0-7, Ground Floor Plaza Damas 3, 63, 
Jalan Sri Hartamas 1, Sri Hartamas, 50480 KL
※ハタマスショッピングセンター向かい
 P00広告を参照。
012-378 2640（ともの）
uokatsumalaysia@gmail.com
uokatsu.malaysia

魚勝は、新鮮な魚介を購入できてイートインも可能な「魚屋」
…のはずだったのですが、イートインが行列ができるほど盛況
で店舗拡張までした人気店。新鮮な刺身やしらす、明太子はグ
ラム単位で購入可能。焼き魚、刺身などシンプルな魚料理のほか、
魚のアラを使った味噌汁とご飯のセットや、ひじき煮やきんぴ
らごぼうなどの総菜が超リーズナブルな値段で店内いただけて、
持ち帰りも可能。木金土は夜も営業しており、刺身や惣菜をつ
まみにビールで晩酌にもってこい。

日本人が経営する「魚屋」でいただく
魚介が新鮮でシンプルで旨い！

魚勝
うおかつ

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

「Poached Live Tiger Prawns」。新鮮なので、ソースなしでも旨い！

壁一面にど～んといけすが並ぶ様は圧巻。

「BBQ Au s t r a l i a n  J a d e 
Perch」。健康にいいと話題
の脂肪酸、オメガがたっぷり。

「Chilled Bitter Gourd」。おしゃれでユニークな前
菜。薄くスライスして凍らせた苦瓜を、甘酸っぱい
梅のソースにディップして。デザートには冷た～いマ
ンゴーサゴがおすすめ。

「Sashimi Austral ian Green 
Abalone」。もちろん活きたアワ
ビをうす～く刺身に。氷の上に
置いてあるので、冷たくて、コリっ
とした歯ごたえがたまらない！

Lot 9B-3, Jalan Kemajuan, Section 13, 46200 PJ　（日産 サービスセンターの並び）
※アラダマンサラなど他5店舗あり　  11:30am-2:30pm、6pm-10:30pm
03-7960 2088 / 03-7960 2066 / 016-210 4266　
www.unique-seafood.com　 Unique Seafood Group

ラリア産淡水魚、ジェイドパーチのBBQ。ブラチャンソースが添えてあり、
ちょっと日本人には縁遠いマレースタイルの料理ですが、芳ばしくパリパリ
の皮、臭みがまったくなく、ちょうどいい具合に脂がのった身など、もう絶品！
　決め細やかなサービスもすばらしく、何度取り皿を取り替え、お茶を注い
でくれたことか。お酒もあるし、ポークフリーなのでいろんな人とテーブル
を囲むのにおすすめ。中華レストランならではの丸いテーブルがずらりと並
んでいるので、会社の宴会や、大人数のパーティにもぴったり。

ど・ど・ど～ん！　と壁一面に並ぶ迫力満点のいけすにワクワク気分
が盛り上がります！　さっきまでこのいけすで泳いでいた超新鮮な魚介
を調理するのがコンセプトの「ユニークシーフード」は、開業15年の人
気中華レストラン。長い触角が迫力満点の巨大なロブスター、すいすい
泳ぐヒラメたちなども観察できて、まるで水族館のようなので、こども
が喜ぶこと請け合いだし、実物を指さしながらオーダーできるのもいい
ですね。日本語メニューもあり、スタッフも日本人慣れしていて、たと
えばコリッコリの歯ごたえのアワビの刺身など、日本人の好みを把握し
ているので初めてでも安心です。
定番メニューは、サッと茹でただけのタイガープロウン。手で豪快に

剥いてそのままでもプリプリ甘くておいしいのですが、添えてある二種
のソースを付けるとまた違った味わいに。そして、イチ押しはオースト

超新鮮だから甘くてプリプリ！　ぜ～んぶ活魚のシーフードレストラン

Restaurant Unique Seafood PJ23
ユニーク  シーフード
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特別企画

一番人気の「Chili Sour Crab」。 

塩漬け卵でクリーミーに仕上げた「Salted Egg Crab」。

「Dry Fried Garlic Prawn」。
ニンニクとブラチャンの風
味豊かな逸品。

「Indonesian Style Fish」。スパイシーな
ソースが新鮮な魚に絡んで旨い！　ビール
がすすむ味。 

No. 5, Jalan Tasik, The Mines Resort City, 
43300 Sri Kembangan, Selangor
03-8945 6443 / 016-263 7757
 noon-3pm, 6pm-11pm　年中無休
williamscrab.wix.com/williamscrab
williamscrab

ありま～す！
場所はKLから車で30分ほどの、スリクンバンガン。ショッピングモール

のマインズのすぐ近くです。湖畔にあり、日が暮れ始める6時頃に来店すれば、
空と湖の色が刻一刻と変わっていくすばらしい眺めが楽しめます。カジュア
ルな雰囲気なので、友達や家族とワイワイ食事を楽しみたいときにおすすめ。
ランチタイムには、リーズナブルな3～ 4人向けのランチセットもいただけ
ます。

「カニのスペシャリスト」を自称する中華スタイルのシーフードレス
トラン。15年前に創業し、現在は2代目が切り盛りしています。ここで
いただけるのはMud Crabというタイプのカニで、看板商品の3種のカニ
料理のなかでも一番人気は「チリサワークラブ」。ちょっと他ではいた
だけない味なので、ぜひトライして。店主曰く、カニに最適な味付けは「ス
パイシー」だそうですが、辛いのが苦手なら「辛さ抑え目」か「チリ抜き
（without chill）」を注文することも可能です。チリサワークラブはソー
スがおいしいので、パンでこそげとって残さず味わって。さっぱりめの
味付けで日本人の口に合いそうな「スチームクラブ」、そして塩漬け卵で
こっくり仕上げたマレーシアでは定番の「ソルトエッグクラブ」もおす
すめ！　カニ以外にも、魚、エビ、貝などのシーフード料理、野菜や鹿肉、
豆腐など種類豊富。ポークフリーですがアルコールあり。ギネスは生も

看板メニューは3種のカニ料理。マインズ近くの眺めのいい人気店

Restoran William’s Crab
レストラン　ウィリアムズ　クラブ


