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Dim Sumを味わおう!!
今年も気付けば12月。会社の同僚や取引相手、友人たちと会食をする機会も増えて
きたころではないでしょうか？ そこで今回は、そんな会食にピッタリなDim Sum
（ディムサム）レストランに注目。ディムサム・レストランと一言でいっても、気取
らずワイワイガヤガヤと食事が楽しめるお店から、ゆったりとインテリアを眺めなが
らシェフオリジナルの創作飲茶をゆったりと堪能できる高級店までさまざまです。年
末の集まりにぜひご活用ください。

大型水槽が並べられ、食べたい魚をその場で選ぶことができます。
Baked Oat Bun with Cheese & Chicken、日
本のピザマンとはひと味違います（RM14）
。

マ ル コ ポ ー ロ チ ャイニ ーズ クイジ ーン

前列左からセサミ・ボール、
叉焼腸粉、ディープ・フラ
イド・ヤム (すべ て1人 前
RM8.80～)。

MARCO POLO CHINESE CUISINE
／富臨門酒家

名門店の“プレミアムディムサム ”
素材、腕前、サービスに自信！

ディムサムメニューは「蒸」16品、
「炸」13品、
「腸粉」4品、
「デザート」3品の合計36品。

1980年開業の中華レストラン「マルコ・ポーロ」
。素材の良さ、料

Deep Fried Durian Puff。ドリアンが苦手と
いう人もトライしてみて（RM11）
。

理人の腕前、サービスの質、すべてにおいて一級品との呼び声が高
い同店が自信をもって提供するディムサムメニューは、ライスシー
入り口からゴージャ
ス、インテリアも高
級感が溢れています。

スープ で 浸してトロトロな 皮の 中 に 具 材 がたっぷり詰 まった
Steamed Bamboo Pith Roll（RM13）

ホール席のほかプライベートルーム８ 室も
準備されています。

一般席の数は約300、宴会用のプライベート室にはカラオケもあります。

トで包んで蒸した「叉焼腸粉」
（チャーシューチョンファン）
、タロ

プライベートルームは10 ～ 150人まで対応可能、計14室用意さ
れています。

イモと刻み豚肉を高温でサクサクに仕上げた「ディープ・フライド・
ヤム」、ハスの実の粉を使った「セサミ・ボール」
、シュウマイ、蝦餃、
叉焼バンなど。どれも他とはひと味もふた味も違う出来栄え。重要
な接待や特別な日の思い出作りに食べに行きたい“プレミアムディ
ムサム ”といっていいでしょう。
1st Floor, Wisma Lim Foo Yong,
86 Jalan Raja Chulan, 50200 KL
月〜土：ランチ11am-2:30pm、ディナー 6pm-10:30pm
日・祝日：ランチ9:30am-2:30pm、ディナー 6pm-10:30pm
03-2141 2233（予約）
MarcoPoloRestaurant
www.marcopolo.com.my
※ディムサムはランチタイムのみ。
※料金には別途サービスチャージ10%、GST6%がかかります。

ユ ニ ー ク シ ーフ ード
レストラン ミン マ ックス

UNIQUE SEAFOOD ／奇怪海鮮酒家
広々とした店内に水槽がズラリ！
お店に入ると、水槽で元気に泳ぐ魚たちがお出迎え！

まるで水族館

のような雰囲気の
「ユニークシーフード」。広東料理を主体としながら、魚、

RESTORAN MINMAX

月～金は全品50％オフ !!

ズとチキンのオートバン）はいうなれば、中華風のピザマン。一口サイズ
で可愛らしいルックスがこどもたちから好評なのだそう。

こだわり皮のチキン小籠包
ポークフリーでヘルシーに
マレー系ローカルも頻繁に訪れるという、ポークフリーの「ミンマッ
シャン タ ン

エビ、鶏肉のメニューが充実したポークフリーレストランでもあるんで

そしてなんと、ユニークシーフードでは全てのディムサムメニューが

す。ディムサムで定番人気となっているのは「Prawns Dumpling」（エビ

月曜から土曜まで通常価格の50%オフ、日曜とチャイニーズ・ニューイ

との答えが。豚肉でなくチキンが使われていて、普通とは違う黄色

シュウマイ）。ワンタン皮に包まれたプリプリのエビにかみつくと、ジュー

ヤー（旧正月）を除く祝日は30%オフで食べられます！

ビール以外のア

い皮が特徴。こちらのレストランではそれぞれの料理に最も合う厚

シーな“だし汁 ”が飛び出してきます。同じく定番人気という「Steamed

ルコール飲料には持ち込み料金もかかりません。広々とした店内は大人

みや色合いの皮を選んでいるそう。上湯小籠包には料理長が考案し

Bamboo Pith Roll」は、エビと魚、たけのこを包んだ巻き料理。シンプル

数でにぎやかに過ごすのにもピッタリの場所といえそうです

た厚みのあるもっちりとした皮が使われており、熱々のスープを包

にそのまま食べてみてください。
揚げ物で試してほしいのが、ドリアンの包み揚げ「Deep Fried Durian
Puff」。果肉にクリームを混ぜてドリアン独特の風味をマイルドに抑えて
いるので食べやすく、上品な味に仕上がっています。また、最近メニュー
に加わったオリジナルの「Baked Oat Bun with Cheese &Chicken」（チー

Lot 9B-3, Jalan Kemajuan,
Section 13, 46200 PJ
03-7960 2088、03-7960 2066
ランチ11:30am-2:30pm、
ディナー 6pm-10:30pm
info@unique-seafood.com.my（予約）
Unique Seafood Group
www.unique-seafood.com.my

※ディムサムはPJ23店で、ランチタイムのみ。
※料金には別途サービスチャージ10%、GST6%がかかります。

クス」。ディムサムでのお目当ては何かとたずねると、
「上湯小籠包」
日 本 を は じ め 韓 国、 イ ン ド ネ シ ア か ら
の旅行客も多く訪れる人気レストラン。

な味付けが素材のうま味を引き出しているので、最初はソースを付けず
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日本人の間で人気という、イカ（上）とキノ
コ（下）にエッグヨークを加えたクリスピー
揚げ（RM25 〜）

み込み、さっぱりとした鶏肉に味をしっかりとしみ込ませるように
なっています。ヘルシーな一品をぜひ一度お試しください。
Lot 2.1 Level 2, PNB Darby Park, Jalan Binjal,50450 KL
月～土：ランチ11am-3pm、ディナー 6pm-11pm
日・祝日：ランチ9am-3pm、ディナー 6pm-11pm
03 -2166 8669
※ディムサムはランチタイムのみ。
※料金には別途サービスチャージ10%、GST6%が
かかります。

黄色い皮の上湯小籠包、刻みショウガをのせていただき
ます（3個、RM8.90）
。

セニョ〜ム限定

クーポン

RESTORAN MINMAX

ディムサムメニュー RM40以上ご注文の方に、
上湯小籠包1バスケット（3個）をサービス！

※クーポン1枚に付き1バスケット。

※有効期限は 12 月 1 日～ 1月 15 日
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チ ャイ ナ トレ ジ ャ ーズ
昼前から込み合う店内、家
族連れ、友だち同士と客層
はさまざま。

China Treasures
常時79種類の豊富なメニュー
好きなもの全部食べ放題！
サイム・ダービー・コンベンションセンター内ある「チャイナ・ト
レジャーズ」。ランチタイムのビュッフェディムサムはシェフのチョ
左上から時計回りに竹すみで色付けしたチキン・バ
ン、エビシュウマイ、フクロタケとエビのシュウマイ、
チキンとエビのシュウマイ。

イスでチキンやエビ、卵を主体とするメニューが常時79種類用意
されており、しかも全品食べ放題！

値段は税込みで大人一人79

リンギ（6 ～ 12歳までのこどもと60歳以上の大人は25％オフ）。
制限時間は特に設けられていませんので、お好みの品を心ゆくまで

エビをそのまま食べてい
るような蝦餃（RM5.50）

楽しんでください。ちなみに、同店のディムサムはポークフリーな
ので、ムスリムの人たちを誘って一緒に食事がいただけます。

ホール130席のほか、4 ～ 40人まで 対応
のプライベートルーム6室あり。

Sime Darby Convention Centre, 1A Jalan Bukit
Kiara 1, 60000 KL
月 ～ 金： ラ ン チ12noon-2:30pm、 デ ィ ナ ー
6:30pm-9:30pm 土・ 日・ 祝 日： ラ ン チ10am4:30pm、ディナー 6:30pm-9:30pm 年中無休
03-2089 3788（予約）
chinatreasures.sdcc@simedarby.com（予約）
www.simedarbyconvention.com

メニューはシュウマイをはじめとした蒸し料理、バンなどが充実し
ています。

お店のスタッフからも人気のゴールデン・バン（RM5）
商品はショーケースに並べてもすぐ
になくなってしまう回転のよさ！

調理チームでは香港で経験を積んだシェフのも
と、広東料理に独特のアレンジを加えた創作メ
ニューをこれまで100種類以上提供してきたと
のこと。店内はダイニング77席に加えて10人ま
で対応のプライベートルームが3室あります。

熱々の温度を保ったショーケースのな
かから自分の好きな品を選ぶこともで
きます。

アトリアショッピングモールのすぐ近く、大きな看板が目印です。

蒸し 料 理 は25品、 珍しい
ものでは「日式紫菜巻」と
いう、のり巻き風のディム
サムもあります。

レストラン ジ ン シ ャン ホ ン コ ン

RESTORAN JIN XUAN HONG KONG ／錦選香港特極點心
ローカルでにぎわう店内。活気の秘密は、
「安い、早い、うまい！」
リ ー イェ ン

Li Yen ／麗苑
新鮮な果物やクリームたっぷり！
ザ・リッツ・カールトン KL内のダイニング「リー・イェン」は、ドリ

香港で経験を積んだベテランシェフによる、「マレーシアの新鮮な素材を

アンやマンゴーなどの果物を使ったプディング、甘いクルミのクリーム

ふんだんに使ったオリジナルディムサム」を楽しむことができます。

店内は4 ～ 6人掛けのテーブル席が約100席。冷房の効いたエリアも

す。お客の９割までは中国系ローカル。日本人が訪れるのは週に1、2組

用意されているので暑い日でも快適です。注文はテーブルに用意された

とのことですので、“穴場 ”スポットといえるかもしれません。

注文票に番号を記入し、ボタンを押して店員さんを呼んで渡す方式。オー

ローカルの間で人気なのは、
「安い、早い、うまい！」の三拍子がそろっ

ショーケースには作りたての熱々の品物も並べられているので、自分で

業時間内ならいつでも注文できます。値段は5 ～ 15リンギと手ごろ。

好きなものを選んで食べることもできます。活気のあるお店で、ローカ

今回、お店のスタッフがすすめてくれたメニューは蝦餃（ハーガウ）と、
り詰まっています！

いまま使っているので、蒸しエビをそのまま食べているような歯ざわり

アボカド」。どちらも同店で最も人気の高いデザートメニューとなってい
ます。もちろん、豆板醤で味付けした蒸し焼きスペアリブをはじめ各種
シューマイ、揚げ物、巻き物、バンなどの定番メニューも盛りだくさん。

ルに混じって気取らないディムサムを楽しんでみてはいかがでしょうか。

エッグヨークソースが入った「ゴールデン・バン」。どちらも具がぎっし

キなど、スイーツ系のディムサムメニューが充実しています。ぜひとも
Level 2, The Ritz-Carlton, Kuala Lumpur, 168 Jalan Imbi 55100, KL
月～土：ランチ12noon-2:30pm、ディナー：6:30pm-10:30pm
日・祝日：ランチ10:30am-2:30pm、
ディナー：6:30pm-10:30pm 年中無休
03-2782 9033（予約）
www.ritzcarlton.com/en/hotels/malaysia/kuala-lumpur/dining/li-yen
※ディムサムはランチタイムのみ。
※料金には別途サービスチャージ10%、GST6%がかかります。

プンキッチンから料理が運ばれてくるまでの時間はあっという間。また、

ているから。ディムサムメニューは蒸し、揚げなど合計50種類以上、営

ディッシュ、もち米餃子、エッグヨークやカスタードが入った蒸しケー
食べておきたいのが「クリーム・オブ・マンゴー」と、「クリーム・オブ・
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スイーツ系ディムサムに強み

正午前、「ジン・シャン香港」店内はすでに多くの人でにぎわっていま

蝦餃はエビの身を細かくすりつぶさず、素材に近

が楽しめます。ゴールデン・バンは生地、ソースともに店内で手作りと
いうこだわりで、生地をちぎった途端にあふれ出す甘～いソースがやみ
つきになるおいしさ。かぶりついて食べる際はソースがこぼれないよう
にご注意ください。

59, 61 & 63, Jalan SS 22/19, Damansara Jaya, 47400 PJ
7am-11pm
日・祝日：ランチ9am-3pm、ディナー 6pm-11pm
チャイニーズ・ニューイヤー休み
03-7729 6866
RestoranJin Xuan Hong Kong Damansara Jaya
※料金には別途サービスチャージ10%、GST6%がかかります。
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