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2OX

特別企画

厳選されたシーフードがおすすめ！　五感で楽しむモダンフレンチキュイジーヌ

おしゃれスポットとして人気のThe Rowに、2015
年12月にオープンしたフレンチレストラン。数々
の有名レストランで修業を積んだシェフは、モダ
ンフレンチキュイジーヌを追求し、次々と斬新な
メニューを考案しています。5月には、新メニュー
もお披露目されるそう。セットメニューは120 ～
150リンギで、厳選されたシーフードなど充実した
アラカルトメニューも魅力！　なかでもムール貝
は、5種のソースからお好みをチョイス。1kgとボ

56G, Jalan Doraisamy, 50300 KL
03-2692 2233
11:30am-3pm 6pm-11:30pm（月～金）

11:30-midnight（土日）定休日なし
www.two-ox.com

 2OXKL　 info@two-ox.com

リューミーなのでシェアするのに最適です。バラマ
ンディはディルバターでソテーされ、コクと香りが
引き立ちます。ワインとの相性が抜群のエビやロブ
スターもおすすめです。店内はアートや花が所狭し
と飾られ、シックで落ち着いた雰囲気。平日は多国
籍な客で賑わう一方、週末はアフタヌーンティもあ
り、女性同士やこども連れの家族が多く訪れます。
特別な日のお祝いから、肩肘張らないカジュアルラ
ンチまで、いろんなシーンで利用したいですね！

マルガリータかモヒートを
お選びください

2019年5/31(金 )まで。

カクテル
１杯サービス

セニョーム読者限定

このボリュームでこの値段 !!　
フォアグラのテリーヌ・ポルト
ワイン漬け(RM55）もお勧め。

ムール貝のソースはスパイシートマト、ビールとクリーム＆ガーリック、サフラン、ブルーチーズ、白ワインク
リームとガーリックなど5種類。いずれもフレンチポテトが添えられる。写真は白ワインクリームとガーリック

（RM78)。

Cocktail 2OX

松の実をトッピングしたバ
ラマンディのディルバター
ソテ ー、 トリュフ が 香 る
マッシュポテトとトマト添え

（RM63)。

ロブスター のビスク
とキャロットボンボン 

（RM30）

魚勝

焼き魚に煮魚、刺身などシンプルな料理が自慢の魚屋食堂

魚勝は、日本から空輸した旬の魚介を購入できイー
トインもできる、ご近所的な魚屋さん。焼き魚に煮
魚、刺身などシンプルな魚料理のほか、アラ汁とご
飯のセットやひじき煮、きんぴらごぼうなどの総菜
が手頃な値段でいただけて、テイクアウトも可能で
す。オープンキッチンにテーブルと椅子のみの飾
りっ気のない店内だけど、不思議と居心地の良さを
感じてしまうのは、日本でおなじみの夫婦が経営す
る食堂を思い出させてくれるからなのかも。木～日
曜は夜も営業しており、魚料理と惣菜をつまみに
ビールで晩酌はいかが？

B-0-7, Ground Floor Plaza Damas 3, 63, Jalan Sri 
Hartamas 1, Sri Hartamas, 50480 KL

012-378 2640（ともの）
11:30am-2:30pm（火、水）、11:30am-2:30pm 

& 6pm-9:30pm（木～日）　月曜定休
 uokatsu.malaysia

「 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。

赤魚の煮つけ（RM30）

大羽イワシ煮（RM23.50）

自家製サバの一夜干し（RM33）

山盛りキャベツサラダ（RM18）

品質にこだわったキャビアと牡蠣の贅沢な食べ比べ

Poseidon Reserve Caviar & Oyster Bar 

Level B1 , Shoppes at Four 
Seasons Place, 145, Jalan Ampang, 
50450 KL　

017-252 6206　 11am-10pm　
Poseidon Reserve

ロシアに自社養魚場をもつ本格志向のキャビア。
Hybridはチョウザメ2品種をかけ合わせたキャビ
アで、濃いオリーブ色でキラキラ輝く様はまさに

「海の宝石」。手の甲に乗せ、口に運び、舌を上あ
ごに押すようにキャビアを潰します。ナッツのよ
うな香ばしさとリッチなオイルがなんとも上品！
　Excelsius は塩が効いたキャビアらしいキャビ
ア。そば粉で作られたロシアのパンケーキ Blini（ブ
リニ）とサワークリーム、エシャロットをのせて、
ウォッカ、シャンパンや白ワインで楽しんで。

クセ が なく柔 らか な 口 当 たりのMuirgen、 日 本 の 牡 蠣 に よく似 たFat 
Bastard、ほどよい歯ごたえでクリーミーなVirginica。Wild Oysterはイタ
リア産のチェリービネガーとともに。一番人気のWhite Pearlは、プリプリと
食べごたえ満点！

シチリアンコッドフィッシュのソ
テーはカリフラワーとブラックト
リュフのソースで。

アメリカ産の
ホ タ テ は ミ
ディアムレア。
バジルクリー
ムソースと。

毎週水曜日は
レディースデー！

牡蠣全種を対象に
Buy 1 Free 1。

なるほど！

ザ・シーフード

世界の料理を味わおう！

新鮮かつふんだんな海の幸、国際色豊かなマレーシアだからこそ味わえる世界のシーフー
ド料理。同じ食材でもアジア、日本、ヨーロッパと、その調理法はさまざま。産地にこ
だわり空輸したものや、生簀から取り出したばかりの活きのいい魚介類まで、その品質
や鮮度に妥協しない、KL近郊の選りすぐりのレストランをご紹介しましょう。
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Fish House
毎日空輸、新鮮な魚介類をガッツリ食べよう！

中国重慶市万州区の名物料理「万州烤魚」。この料
理は魚や魚介類を深みのある四角い容器に並べ、
スープ状のソースをたっぷりとかけて煮焼きする中
国でも人気の料理です。今回はシェフおすすめの

「Golden Garlic Sauce With Clam, Squid and Tiger 
Prawn」をいただききました。ゴールデンガーリッ
クソースとは、黄金色に揚げたニンニクと生のニン
ニクで仕上げた特製ソース。ネギ、チリ、香菜など
の薬味もたっぷりのっています。グツグツと音を立
てる特製ソースと新鮮な魚介の相性は抜群！　白ご
はんと一緒に食べるもよし、野菜や肉など鍋の具材
やラーメンを投入するもよし。みんなで食べれば大
盛り上がりの一品です。同店自慢の四川風の串焼き
もお試しあれ。牛肉、手羽先、エビの串焼一きや、
プリプリの牡蠣を焼いたものなど、専門店も顔負け
の品揃え！　午前5時までの営業とあり、飲んだ帰
りに立ち寄って、〆に海鮮粥を啜る客も多いとい
う。魚介の味が食欲をそそる贅沢なお粥で英気を養
えば、夜更かしだってへっちゃらですね！

82, Jalan Imbi, Bukit Bintang, 55100 KL
017-238 8202
11am-5am
 Fishhouseimbi

G o l d e n  G a r l i c  S a u c e  W i t h 
Clam, Squid and Tiger Prawn 

（RM118）。 その 他、 豪 快 に魚を
一匹煮焼きする烤魚は辛さ調整可
能なソース4種からお好みの味を
チョイスして。

四川風串焼きは手羽先（RM12.80/2串）、
牛肉（RM12.80/3串）、エビ（RM12.80/3串）、

Steam Era Steam Boat
新鮮だからこそ素材の味を活かしたい。蒸し料理でヘルシーに！

Steam Era Steam Boatは、「最古の調理法」ともい
われる蒸し料理が自慢のシーフードレストラン。新
鮮な素材を活かした調理法でヘルシーに、海鮮を存
分に味わってみてはいかがでしょう。まずは、魚介
類を中心に、豚肉や鶏肉などの肉類、野菜など好み
の具材を選びます。同店は毎日空輸される鮮度抜群、
食べ応え満点のシーフードがおすすめ。良心的な価
格なので安心です。テーブルの中心に埋め込まれた
鍋にホタテ、チキン、ポークリブ、カニなど、お好
みのダシと共に米を入れ、その上に網を置きます。
この網に、先ほど注文した具材を並べて蓋をすると、
タイマーをセットしてくれます。「ピピピピ！」と
鳴ったら素早く蓋を開け、ふっくらと蒸しあがった
ものを召し上がれ。食材に応じて時間を設定してく
れるので、ちょうど良い頃合いに、おいしくいただ
くことができるのです。エビや貝を生きたままで一
気に蒸しあげたもの、魚、餃子やミートボール、新
鮮な野菜やきのこなど、あまりの美味しさについつ
い箸が止まりません。いよいよ満腹になったころ、
網の下では海鮮やら肉などの具材から出た旨味たっ
ぷりのダシが効いたお粥が！　なんともシンプルな
料理なんですが、非常に味わい深く贅沢な〆に、思
わず笑みがこぼれます。
*スリペタリン店とゲンティン店はポークフリーです。

【インビ店】 145, Jalan Imbi, 55100 KL　
11am-5am　 017-323 4561

【スリペタリン店】 38B-G, Jalan Radin Anum,
 Sri Petaling, KL　 11am-2am　 017-866 6313

【 ゲ ン テ ィ ン ハ イ ラ ン ド 店 】 Lot No.T2-02 of Level 1, First 
World Plaza, 69000 Genting Highlands, Pahang　 11am-1am

012-359 9557　  steamerasripetalingklokatsu.malaysia

お口の中をリフレッシュしてくれ
るMix Fruits TeaとDragon Fruit 
JuiceはそれぞれRM14.80。

Mix Seafood Porridge 小
RM48、大 RM88。呑兵
衛の夜食にはもちろん、
ランチやディナーにも！

シーフードは各地から毎日空輸されるので
鮮度は抜群！

インビ店の二階には個室も完
備。中国のお酒からワイン、
日本酒までお酒の種類も豊富
です。

蟹、えび、魚、貝、肉、野菜。
いろんな食材をスティームして
みよう！　最後にできあがるお
粥の味に、毎回ワクワクしてし
まいます。

牡蠣（RM14.80/3pcs）。

特別企画 特別企画

ビジネス会食や接待に最適 !　新鮮なシーフードを好みの調理法で

Crocodile Farm Seafood Village

Jalan SS 12/1, Taman Subang Ria, 
47500 Petaling Jaya　 03-5635 1613

12noon-3pm、5:30pm-10:45pm
Restaurant Crocodile Farm Seafood 

Village-PORK Free

日系企業の多いエリアからアクセス抜群、創業29
年、湖の畔にある海鮮レストラン。おすすめの巨大
なミル貝！　食感を楽しむなら刺身かしゃぶしゃぶ
でいただきましょう。身が詰まった食べごたえ満点
の「チリクラブ」は、サラワク天然物。特製パンに
チリソースを絡めて食べれば、なおうまし！　同店
名物「陰陽ディッシュ」、例えばエビなら頭部は蒸
した卵白と生姜と共にあっさりと、尾部は甘辛い特
製醤油ダレを絡めてサッと焼くなど、一つの食材を
ふた味も楽しめます。

毎日空輸される生
簀 内 の 魚 介 の ほ
と ん ど は 養 殖 で
はなく、大海原を
力強く生き抜いた
ツワモノたち。

調理法や味付けの好みも注文時
にリクエストできます！

蟹 RM138 / 1Kg（チーズ味、ソルティッドエッグ味は＋ RM10）。淡
水大海老 RM20/ 100g。ミル貝は時価。1人 RM38の海鮮鍋も人
気です！

読者限定プロモーション
蟹を2匹注文すると、

生ビール1杯（RM13）＆パン（RM4）が
無料になります！
*2019年5月末日まで


