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alce nero

Cocott’

Nero Nero

L3-02, DC Mall,Damansara City, 6 Jalan 
Damanlela,Damansara Heights, 50490 KL

03-2011 3811　 12noon-10pm
www.neronero-dc3.com
NeroNeroDC　 neronero_dc3 

フレンチをカジュアルに楽しめる！　と、人気のフレンチレストラン「コ

コット」。モントキアラ地区から車で10分ほどで行けるTTDIにあるので、

既にご存知の方もいらっしゃるでしょう。店名は、卵料理やスフレ、プ

リンを作る時に使う容器「ココット」から。前菜からメイン、デザート

までココット入りの料理が楽しめます。実はここの、フレンチで飾られ

ているメニューのなかで、ひときわ異彩を放っているのがパスタ。フレ

ンチレストランでパスタ ??　と意外に思うかもしれませんが、ここのパ

スタは決して、イタリアンに負けません！　自家製のフィットチーネを

使い、フレンチ風ソースを絡めた粋なパスタをぜひ、どうぞ。

DCモールの最上階にあるNero Neroは、おしゃれで開放的な空間の中で

イタリアンが楽しめます。ここは何と言ってもパスタが自慢！　パスタ

はすべて自家製＆シェフのおばあさん直伝のイタリアの伝統的なレシピ

に沿って作られています。いちおしのカヴァテッリ アラ マリナーラは、

イカやエビ、白ワインベースのトマトソース、そしてフレッシュなバジ

ルを使った一品。カヴァテッリとは南イタリア特有の貝殻のような形の

パスタです。実はこのメニュー、シェフが10歳の時に初めておばあさん

から教わった料理なんだとか。Nero Neroではアドリア海に面した都市・

バーリからほど近い、シェフの故郷であるノイカッタロの伝統的な家庭

の味をKLで味わえますよ ♪

ココット

ネロネロ

フレンチレストランでパスタ !?
意外な驚きが最高の至福に変わる

シェフのおばあさん直伝レシピで作った
イタリアの伝統的な自家製パスタ

バファリーナピザ（左・RM30）、シンフルピザ（RM30）はボ
リュームたっぷり。お店ではワインも1グラス・RM24で注文
できます。ボッテガについては33ページを参照してください。

クラストは、バーガーとピザが自慢のレストラン、「Patty & Pie」の
姉妹店。ピザの専門店だけあって種類も豊富。写真はシーフードピ
ザ The Frutti Di Mare。

特別企画

イタリア名物のポルケッタハム

を一面にのせた「シンフルピザ」

は、アツアツピザにとろ～りと

した卵と相性抜群。また「バファ

リーナピザ」はバッファローの

ミルクで作ったもっちり食感の

モッツァレラチーズを使用。店

内はアットホームな雰囲気でカ

ジュアルにイタリアンを楽しめ

ます。

ピザ専門店「クラスト」のピ

ザは「サワードウ」の生地

を使い、石焼オーブンで焼

いた、ふんわり＆カリッと

した食感が楽しめるピザで

す。なかでも、ほんのり甘

くてヘルシーな「パイナップ

ル＆チキン」が人気なんだ

とか。ポークフリーでアル

コールは置いてないけれど、

持ち込みOKだそうです！

パスタから、トマトソース、パスタ
ソース、オリーブオイル、バルサミ
コなどすべて有 機 の 食 材を 使 用。
安全性だけではなく、味や香り、栄
養にもこだわってつくられている。

www.alcenero.asia
＜取扱店＞ AEON、Bens Independent、Cold Storage、
Jaya Grocer、Village Grocer、Mercato Sri Hartamas

アルチェネロは1978年にイタリア中部で誕生したオーガニックのパス

タメーカーですが、今ではパスタに加えて、トマトソース、オリーブオ

イル、バルサミコなども製造しています。「人にも自然にも無害な食品

をつくること」と「未来を担うこどもたちにきれいな水が飲めるような

緑豊かな環境を残すこと」、この二つの理念に基 づきながら安全性・品質・

味にこだわり、農作物のもつおいしさを食卓に届けてきました。アルチェ

ネロのパスタに使用する有機デュラム小麦は、100％イタリア産。そして、

パスタを練り上げる際にはイタリア北部・アルプスのドローミーティの

山岳地帯を水源とする水を使用しています。

アルチェネロ

特別企画

大地から食卓へ。有機農法のパイオニア
から、カラダに優しくて美味しいパスタ

Bottega Mediterranea CRUST
ボッテガ　メディテレニア クラスト

イタリア産の食材がふんだんの本格ピザ モントキアラに新オープンのピザ専門店

1-1, Greens Terrace, Jalan Wan Kadir 3, TTDI, 60000 KL
03-2712 4481
12noon-3pm、6:30pm-10pm
www.cocottkl.com

 cocottkl

パスタも可愛らしいココット
に盛られてでてくる。

STRATO

地上24階からKLCC公園の絶景を楽しみながら食事ができるトロイカス

カイダイニング。ストラトはそのダイニングにあるイタリアンレストラ

ンです。ここのイチオシはなんといっても、手作りのパスタとピザで、

イタリアのマンマ（お母さん）のような愛情を込めた、家庭の味が楽し

めます。例えばズワイガニのフィットチーネ。イカスミを練り込んだ

フィットチーネに、カニの自然な甘みと、ロブスター風味のトマトソース、

ハラペーニョ入りのグレモラータを絡ませたパスタ料理です。日本人好

みのモチモチでパリパリの食感がやみつきになるピザもマストトライ！

ランチタイムには3コース（前菜＋メイン＋デザート）出てくるセットも。

ストラト

ピザとパスタと絶景と
週末は家族一緒にダイニング

Level 23A, Tower B, The Troika,
19 Persiaran KLCC, 50450 KL

03-2162 0886
12noon-3pm、6pm-11pm(LO)*ディナーは要予約。

時間帯は6pm-8:30pmと8:30pm-10:30pm。
www.troikaskydining.com/strato/

毎月第一週の日曜日限定（午
後12時～ 3時）の「サンデー
ブランチ（120リンギ ++）」は、
家族と一緒に楽しみたい！

No.1A, Jalan Ceylon, Bukit Bintang, 50200 KL
9am-8pm（月～土） 日曜定休
www.bottega.my
bottega.my　 bottegamy

1F-17, 163 Retail Park Mall, Mont Kiara, 50480 KL
10am-10pm 

カヴァテッリ アラ マ
リナーラ（RM68）。

（左）トマト、モッツアレラ、バジルとシンプ
ルな定番のマルゲリータ（RM36）。

（右）ピザ・パスタはそれぞれ8種類。ベジタ
リアンやグルテンフリーのものまで用意され
ています。（※グルテンフリーは2日前までに
事前予約が必要です。）

PIZZA & PASTA
12月はクリスマスや年越しなどイベントが盛りだくさんの時期。
家族や友人とテーブルを囲んで美味しいピザやパスタを楽しんで
みてはいかがでしょうか？　今回はセニョ～ムがおすすめするピ
ザやパスタにフォーカスしたレストランをご紹介します♪

みんなでテーブルを囲んで楽しもう！
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Eatalia

TOPSHELF 

トップシェルフは競争が激しいKLにおいて、6年間も愛され続けるカジュ

アルフレンチの店。ロンドンのヒルトンホテルで修業を積んだオーナー

シェフのクリストファーさんのいち推しは、スパゲッティ カルボナーラ

（35リンギ）。濃厚なクリームとジューシーなベーコンの虜になってしまう

リピーターの人も多いんだとか。さらにマッシュルームパスタ（36リンギ）

もおすすめのパスタメニューの一つで、お米のような形をしたモチモチ食

感のオルゾパスタがポイント。2品とも農家から直接仕入れた新鮮なカン

ポンエッグを使用し、とろ～りとした半熟卵がパスタと絡み、何度も食べ

たくなってしまうくらい。これならリピーター続出なのも納得！

トップシェルフ

リピーター続出のカジュアルフレンチ
カンポンエッグを使用した絶品パスタ

61, Lorong Rahim Kajai 13, TTDI, 60000 KL
03-7727 7277　 4pm-12pm
info@topshelf.com.my
www.topshelf.com.my
topshelf.kl 　 topshelfttdi

クリストファーさんおすすめのス
パゲッティ カルボナーラ（RM35）。

マッシュルーム オルゾパスタ（RM36）で使
用しているパスタを取り扱っている店はKL
では少ないんだとか。

50人ほどの貸切パーティーや、予算
を伝えてお任せコースも可能。これ
から忘・新年会にも◎。

魚介がたっぷりのイカスミパスタのタリオリーニ アル ネロ 
ディ セピア（左・RM60）、オラ（RM48）。パスタは自家製麺
を使用しているのでモチモチ♪

ダックベーコンがジューシーなカルボナーラ（RM32）。ちな
みにピザもおすすめで、15種類も用意されています♪

特別企画

店長おすすめの「オラ」は、ト

マトベースのピザにしっかり味

付けされたビーフスライスを敷

き詰め、パルメザンチーズをの

せた贅沢な一品です。そのほか、

ピザとパスタはそれぞれ10種類

以上もある豊富な品揃え！　ま

たおしゃれな店内にはテラス席

もあり、開放感抜群です。

濃厚な「カルボナーラ」は、卵

と チ ー ズ の バ ラ ン ス が 絶 妙！

ダックのベーコンもジューシー

で麺と良く合います。また、ど

のメニューも盛り付けが綺麗で

目でも料理を楽しめます。落ち

着いた雰囲気の店内で、優雅に

イタリアンをいただきたいとき

はここで決まり！

お 店 自 慢 の 野 菜 た っぷりヴェ ル
ドゥーレピザ。10・12インチの2種
類からサイズを選べます。

18, Jalan 25/70A, Desa Sri Hartamas, 50480 KL
03-6201-6608
11am-11pm
www.pizzabrava.com.my

 eataliabybraya

素材にこだわりをもち、ファンも多いイータリア。デサスリハタマスに

あり、薪窯で焼いてくれる本格ピザが自慢のお店です。イチオシは、ト

マト、モッツァレラ、そして季節の野菜をふんだんにトッピングしたヴェ

ルドゥーレピザ。また、ピザ生地はトラディショナルな薄生地なので、

クリスピーかつ素材の味をダイレクトに楽しめます。パスタでは自家製

でシーフードがたっぷりのリングイネ コスティエーラはぜひ注文してい

ただきたい一品です。そのほかメニューも豊富でラムステーキも用意！

　またワインの種類も豊富なのでピザやパスタと一緒に楽しむだけでな

く、ハム・チーズを3種類ずつのせたボリューム満点のテイストプレー

トと一緒にワインを楽しむのもおすすめですよ♪

イータリア

特別企画

素材もこだわったデサスリのイタリアン
薪窯で焼く本格ピザが楽しめる！

VINERIA.IT NEROViVO
ヴィネリア イタリアン ネロヴィヴォ

メニュー豊富なバンサーのお洒落イタリアン カルボナーラが食べたくなったらNerovivoで！

Gino’s Recipe

2010年創業のイタリアンレストラン。オーナーシェフはマレー系マレー

シア人のDinさん。2002年に、ミラノからヴェニスまでイタリア各地を

巡る旅に出たのだが、旅の途中で出合った郷土色あふれるイタリア料理

に魅せられ、帰国後レストランをスタート。パスタからピザ、アンティ

パスト、サラダ、スープ、グリル、リゾット、デザートまで揃えた豊富

なメニューとお手頃価格が人気です。もちろんメニューのどれをとって

も、味はファインダイニング級です！　アルコールは置いていませんが、

持ち込みOKとのこと。

ジノズ　レシピ

オーナーのイタリア愛が詰まった
自慢のパスタとピザ

No.1-G-6 Block1, Jalan PJU 1A/1, Ara 
Damansara, 47301 PJ

03-7842 6637
月 ~土：12noon-3pm、6pm-10pm　日曜定休
www.ginos-recipe.com

 ginosrecipe
ピザは薄い生地でパリッとしている。人気№１はPizza Gino Quatro

（小 RM26.80 / 大 RM34.80）。そのほか、Pizza Capricciosaも人気。

パ スタの人 気 №１はSpaghetti 
Vongole（RM28.80）。

G133 Bangsar Shopping Center, 289, Jalan 
Maarof, 59100 KL

03-2287 7889
月～土：9am-12noon、日：9am-11:30pm

※食事は11am-11pmのみ
www.vineriait.com　  vineria.it

3A, Jalan Ceylon, 50200 KL
03 2070 3120
11am-3pm ( ピザはオーダー不可 )

　6pm-1pm
www.nerovivo.com
Nerovivo　 nerovivokl

Rock Salt

本誌11月号のタウンガイドでご紹介したモンゴルレストラン「ロックソ

ルト」。モンゴル料理以外にも、同店の隠れメニュー、パスタとピザがとっ

てもイケてるってご存知でした？　実はここのチーフシェフ、モンゴル

で修業を積む前はKLの5つ星ホテルでパスタとピザを担当し、得意料理

なんだそう。ランチで出てくるパスタには、日本の蕎麦麺を使ったヘル

シーなホワイトソースパスタも。厳選した素材を使い、時間をかけて丹

念に仕上げたメニューの数々。ぜひともご賞味いただきたい！

ロックソルト

モンゴルレストランの隠れメニュー
絶品パスタとピザ

Hartamas Shopping Centre,Unit P-3c, Plaza Grand Floor, 
60, Jalan Sri Hartamas 1, Sri Hartamas, 50480 KL

03-6026 3652
12noon-10pm　月曜定休
 rocksaltkualalumpur

パスタはイタリア直輸入のホウレ
ン草を練り込んだタリアテッレと
全粒粉パスタ、日本から取り寄せ
た蕎麦麺を使用。

r e s t a u r a n t  

ピザはサクサク感を
出 す「00 Flour」 を
使用。クリスピーな
薄い生地に、シェフ
厳選の素材をトッピ
ング。

Atlas Pizzeria

ピザを食べるときは大勢でワイワイとシェアしたい！　そんなときにお

勧めしたいのが、ここ、アトラス・ピッザリアです。KLCCショッピン

グモールの隣にできたフォーシンズホテルの地下食堂街にあります。ユ

ニークなのはメニューのネイミング。「オーシャンズ8」「スーパーマリ

オ」「バック・トゥ・ベーシック」「マンマミーア」など、映画やゲーム

などのタイトルが飾ります。各々トッピングの内容は記載されているけ

れど、どんなピザが出てくるのか、そのワクワク感がたまらない！　な

かでも気になるのが「The Ultimate」。5種類のピザをドッキングさせた、

60センチ強の巨大ピザです。

アトラス・ピッザリア

ワクワク感たっぷりのピザならここ！
60センチの巨大ピザに挑戦しよう

Lot B1-02, Shoppes @ Four Seasons Place KL, 
145 Jalan Ampang, 50450 KL

03-2856 8805　 10am-10pm
www.atlasgourmet.com.my
AtlasGourmetMarket　 atlasgourmetmarket 

一 番 の 人 気 ピ ザ は
「K i l l i n g M e S o f t l y
（RM48）」。トッピング

に唐揚げソフトシェル
クラブが。

店内照明は明るすぎず暗すぎず。
意外に落ち着いたインテリアが好感度大。

60センチ強大の巨大ビザ
「The Ultimate（RM90）」。
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写真はシーフードパスタ。パスタの茹で具合や
味が、昔懐かしい日本のナポリタンを思い出さ
せてくれる。

その他にも日本の洋食や創作日本料理を楽しめます。

マラヤ大学近くの古～いショップロット

にあり、改装後はガーデンカフェスタイル

のオシャレ度満点イタリアンレストラン。

店内は昼間だというのに、ワイングラスを

片手に優雅に食事を楽しむお客たち・・・。

一見マフィアのドン風、ローマ出身のト

ニーさんが営むここ「フェリーニ」は、イ

タリア版食堂を醸し出すアットホームな

レストラン。パスタやピザをはじめイタリ

アの家庭料理が各種10リンギ代からとい

う、超お手頃価格でいただけます。ハウス

ワインはグラス15リンギぽっきり！

オリーブオイルに溶け込んだに

んにくの風味のなかに、ピリッ

と効いた唐辛子が食欲をそそる

パスタ「ベーコンアーリオ・オー

リオ・ペペロンチーノ（26リン

ギ）」が、ランチタイム限定のセッ

トだと、日替わりスープ、サラダ、

自家製日替わりデザートとドリ

ンク付きで24リンギに♪

Fellini Ristorante & Caffe J-Garden
フェリーニ リストランテ & カフェ ジェイ　ガーデン

イタリア版食堂。居心地良さでいつしか常連に ランチセットでお得に楽しめるパスタ

119, Jalan Gasing, Seksyen 10, 46000 PJ, Selangor
12noon-12midnight

64-G, Persiaran Bayan Indah, Bayan Bay, 11900 Bayan Lepas, 
Penang

04-637 1139
11:30pm-2:30pm、6pm-10pm　月曜定休
J-Garden

Fellini

Fellini

Ristorante & Caffe

特別企画

Enoteca

「Enoteca」のパスタやピザを紹介するには、ここのシェフ、トー

マスさんのプロフィール抜きでは語られない！　スロバキア系イ

タリア人の父とサンマリノ出身の母をもつ彼はイタリア出身だが、

スロバキアとハンガリーで暮らし、その後ドイツとバーレーンで

修業を積んだというグローバルなシェフ。シェフとして最も影響

を受けたのは祖母で、イタリア半島中北部にある世界で５番目に

小さい国・サンマリノ共和国の伝統的な味。それだけにパスタや

ピザの生地、ソースづくりにはこだわりがいっぱい。店名どおり、

豊富なワインが取り揃えられ（Enotecaはイタリア語でワイン

ショップ、ワインバーを意味するらしい）、毎週日曜にはワイン飲

み放題のブランチを開催（199リンギ。プロセッコ飲み放題249

リンギ。料理のみ99リンギ）。今週末は、行くっきゃないですよね！

エノテカ

世界で５番目に小さい国・サンマリノ共和国直伝の味
こだわりのパスタとピザをどうぞ

15 & 17, Plaza Damansara, Jalan Medan Setia 1, Bukit 
Damansara, 50490 KL

03-2011 5725　 11am-3pm、6pm-11:30pm
（金・土は12midnightまで）

www.enoteca.my
Enoteca- Plaza Damansara

サンダニエーレの生ハムが
のったPizza Parma

自家製ラビオリとトリュフソースの
Ravioli Al Tartufo

イカ墨と海老の入ったRisotto Gamberi

自家製キタッラパスタを使った、アサ
リとポルテーニ・マッシュルームパスタ
Chitara Porcini e Vongole


