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特別企画

イートインスペースはカウンター席に加えてテーブル約40席。肉類販売コーナーとつながっています。

～地上の楽園～
おいしいワインと食事
「おいしい料理とワイン、それが地上の楽園だ」との言葉を残したのは、ブルボン朝初代フランス
国王のアンリ4世。美食の国の王様らしい言葉です。マレーシアでは2000年代からワインが多く
流通するようになったと言われ、それに伴ってワイン専門店やおいしい料理を出すレストランも
増えてきました。今回は、KL近郊でワインと食事が楽しめるお店をピックアップしてみました。

酒類販売スペースにズラリと並ぶワイン。

ブ ド ウ シュヒャクミド コ ロ シ オン

葡萄酒百味処・紫音／ Dining & Bar SION
日本人ソムリエ兼シェフがいるお店
好みに応じたワインをピックアップ
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ワインとよく合うこと間違
い なし、 イベリコ 豚 の プ
ラッターは部位や量に応じ
て3つのメニューがあります
（RM69.90 ～ 149.90）。
パーカーポイントが表示されたセラー室内のワイン。パーカーポイントは
著名なワイン評論家のロバート・パーカー氏による100点を最高とする評
価値で、優良とされるのは85点以上からだそう。

本誌連載でおなじみの塩見正道さんのお店。塩見さんは日本ソ
ムリエ協会認定ソムリエで、インドネシアとパプアニューギニ
アで公邸料理人を勤めた経歴の持ち主。ワインとこだわりの洋
食が楽しめます。店内奥にあるワインセラーには世界各国から

「 ク ラ フ ト ビ ー ル コ ー ナ ー」に は 世 界 １ ０ ０ 種 類
以上のビール。日本産クラフトビールもあります。

お 店 で 最 高 値という
シャトー・オー・ブリオ
ン。世界で 最 もエレガ
ントで香り高いワインと
されています。

取り寄せたワインが常時100 ～ 150種類。
「何を頼めばいいか
分からない…」そんな時は迷わず相談してみてください！
①扱うワインは欧州、北米、南米、
オーストラリア産など各国・地域か
らまんべんなく。ワイン発祥の地と
されるグルジア産や、日本の甲州
産といった珍しいものも。②人気の
料理はアヒージョ（エビ、タコ、ツ
ブ貝など、RM46 〜）
。厨房から運
ばれてくる熱々の出来立てを召し上
がれ。③店舗はビルの2階、隠れ家
的な雰囲気です。

イベリコ豚の 生 ハ ム
原 木。 プラッター用
に切り出してくれ、持
ち帰りも可能。

B-1-16 BLOCK B, Jalan PJU 1A/20A,
Dataran Ara Damansara, 47301 PJ
03-7840 0632
6:30pm-11:30PM（LO） 日曜定休
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Oliver Gourmet
スーパーマーケット「オリバーグルメ」。店内奥に酒類販売スペースが設
店で買ったワインなどのお酒が小売価格でその場でいただけるほか、リ

豚肉を扱っているところはここだけ！

ブステーキやパスタ、ポテト、サラダなどの軽食も注文できます。

工品も豊富に販売しており、一部商品はその場で調理してくれるサービスも。

酒類販売スペースは、ワインを中心にウイスキーやブランデー、ビー
ルなど合わせて約1,500種類。高価格帯のワインやブランデー、シャン
パンなどは温度18℃に保ったセラー室で保管されています。セラー室に
並べられたワインにはボトル別に世界的な評価基準であるパーカーポイ
ントが表示されており、なかには最も高いワインの銘柄の一つ、フランス・
ボルドー産「CHATEAU HAUT BRION シャトー・オー・ブリオン」
（2009年）
が。お値段は1本1万990リンギ！ 手ごろな価格から通もうなる希少価

「ブッチャーズブロック」
。ビーフ、ラム、チキン、ダックなど、

オリバーデリのおすすめは、スペイン産イベリコ豚とバゲット、チーズ、

けられていて、その横には「オリバーデリ」というイートインスペースが。

ワインによく合うおいし～いお肉がそろっています！

特にご

紹介したいのが、「ドライエイジングサービス」
。ブロック単位

ハムやソーセージ、サラミなどの加
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こちらも小売価格で、調理代やチャージ料などはかかりません。
【トロピカーナシティモール】
G18, Ground Floor, Tropicana City Mall,
No.3, Jalan SS20/27, 47400 PJ
011-1174 1837
【マインズショッピングモール】
L3-11, Level 3, The Mines, Jalan Dulang, Mines
Wellness City, 43300 Seri Kembangan
011-1172 8864
※ともに 9am-10pm、年中無休
www.oliver.com.my

Butcher's Block
ミートマート（肉屋）とレストラン、ワインバーが合わさった

値の高いボトルまで、さまざまなワインを見ながら選ぶのも楽しいです。
オリーブがセットになったプラッター。スーパーマーケットのイートインで

ブッ チ ャ ーズ ブ ロック

ミートマート＋レストラン＋ワインバー
買った肉をドライエイジングサービス

小売価格でワインとおつまみが楽しめる スーパーとレストランのいいとこ取り！
トロピカーナシティモールとマインズショッピングモールにある、

選んでくれます。
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オリバ ー グ ル メ
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塩

見さんがお客の好みや料理、予算に応じたおすすめのボトルを

で買ったお肉を、店内にあるプロ仕様の熟成庫で温度と湿度を
管理しながら熟成させ、うまみを凝縮させてから真空パックし
て持ち帰ることができます。家庭で本格的なバーベキューパー
ティーを開いてみるのもいいかも？

①ワインはフランス、イタリア、スペインなど欧州産をメインに約80種類。
②ドライエイジングサービスは14日間（RM25）
、21日間（RM45）
、45日間
（RM65）
、60日間（RM85）
。
③骨付きラムやテンダーロインステーキ、炭火焼きチキンなどの料理もお手
ごろに楽しめます。
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124, Jalan Kasah, Medan Damansara, Damansara
Height, 50490 KL
03-2011 7373
月～金11am-10pm、土日10am-10pm
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ラヴィン

和の食材とワインのマリアージュ

ラ ケイブ

La’Vin

La Cave

各国ワインと豚肉料理をリーズナブルに

バンサーバルでオシャレに1杯

近隣ローカル客でにぎわ

フランス人オーナーが開い

いを見せる「ラヴィン」。

た本格的なワインバー。欧

その理由はオーストラリ

州産ワインが充実していま

ア、ニュージーランド、

す。店内は細長く、片側の

チリ、アルゼンチン、南

壁にはボトル棚、もう一方

アフリカなど、味に定評

は鏡張りで、ワイン樽の上

がありリーズナブルなワ

にガラス板を置いたテーブ

インを豊富に取りそろえ

ルと相まってオシャレな雰

ていること。料理は豚肉

囲気。グラスワインが1杯
18リ ン ギ か ら 飲 め る 手 軽

中心で西洋風、中華風な

ONLY AT

2ヵ月ごとに変わる「季節メニュー」や、誕生日の週にワインボトル
をプレゼントしてくれるサービスも（諸条件あり）
。

どいろいろ楽しめます。

ワインのほかビール、スピリッツ、軽食メニューも。

No19, jalan kuchai maju 8, kuchai entrepreneur park, kuchai lama, KL
03-7971 7678
月～土12am-1am 日曜定休
La'Vin
ωlavin_winery

deuce

Kikubariでは専任の日本人ソムリエが

ワインを取り揃え、
お客さまのご来店をお待ちしています。
ワインに加えて日本酒の利き酒も
「マレーシア一」と定評をいただいています。

Jalan Telawi 5, Bangsar Baru, KL
03-2201 1884
月～金5pm-late、土日4pm-late

デュース

トップレベルのお食事とワインをお探しですか。

厳選したボルドー産、ブルゴーニュ産の

さもうれしいです。

ワインビュッフェが大人気！ パブリカにオープンしたワインバー
昨年11月にパブリカにオープンしたワインバー「デュース」。シェフ

ツミルクともち米を加えたアボカドのパンダン添え、かんきつ系の果実カラ

が料理しているところが見られる開放的なキッチンバーカウンターが印

マンシーのソースをかけたチョコレートムースなどがおすすめ。どれも新鮮

象的。なんと一人68リンギでワインの飲み放題ができるんです！

で高品質な素材を使っています。お気に入りのワインと一緒に、独創的な料

ワイ

ン好きなら絶対見逃せませんよね。

理とデザートも心ゆくまで堪能してください！

飲み放題は毎日午後6時から11時45分まで。飲み放題のワインは欧

大切なお客さまのおもてなし、
あるいはご家族、ご友人との特別な日のための

州、南米、オーストラリア産の6種類、「単品で飲んでもいいし、料理と
の相性もバッチリ。質のいい銘柄を取りそろえています」とのこと。
ワインに合う料理の種類も豊富。イチオシはモダンな欧州風タコ料理

ご会食にご利用ください。

や魚料理、カニのパスタ、リブアイステーキなど。デザートは、ココナッ

D1-G4-6, Solaris Dutamas (Publika), Mont Kiara 50480 KL
03-6211 2822
6pm-Midnight 年中無休

FIRST-IN-TOWN
SAKE PAIRING TASTING MENU
UNPARALLELED BORDEAUX
& BURGUNDY SPECIALIST

CURATED BY

Kikubari DC Mall

KIKUBARI Sake + Wine + Tapas
L3-01A, DC Mall, Damansara City, 6 Jalan Damanlela, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur

Open daily, except Sundays. 6.30pm - 10.30pm • 03 2011 8200 • www.kikubari-dc3.com
@kikubari_dc3

人気のデザート、アボカドのパンダン添え（RM18）
。
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