アジア料理好きのための

クチン

食 いだ お れ 指 南 本 。

KUCHING
Sarawak, Borneo
うっかりその気になって、
うっかり食べに来てください。

東マレーシア ボ
ルネオ島 サラワ
ク州

クチンにうっかり
行きたくなる
美味しいもの
あれこれもそれも
のせてみました。

Malaysia

面

noodle
ラクサ
LAKSA

©NgeeJee Tsan

Foody Goody Cafe ［美食轩］

1

シティから車で15分くらい。大きなHawker Centre（フ
ードコート）なので大人数でも大丈夫。他にもMee Beef
（牛肉麺）
、Kway Chap（クウェイ・チャ）などがオススメ。
牛肉麺はぜひ。油条（揚げパン）にカヤ（ココナツジャム）

上の写真はでかい頭付きエビがいるので、スペシャル
でしょう、きっと。通常はこの頭付きは入ってません。
追加トッピング扱いで、だいたい＋RM2程度。

を挟んだものも。あれこれ頼んで、みんなで少しずつ食べ
るのも楽しい。

下の内観写真は古いです。
今は改装されてもっと広い。

Ji Xin Cafe

3

［吉興珈琲店］
シティ。歩いても行けなくは
ない。鶏の足も名物。クチン
の定番朝ごはんのひとつ。必
ず誰かが注文します。

2

サラワクの名物料理といえば真っ先に挙

がるのがこれ、サラワク・ラクサ。

ラクサという料理自体はマレーシアの他

の州はもちろん、シンガポールなど近隣の

英語表記： LAKSA

国にもあるのですが、日本のラーメンと同

じく地域によってスープも麺も違います。

シンガポールや他州のラクサを知っている

人が初めてサラワク・ラクサを食べるとま

ず間違いなく驚きます。
「これもラクサな

の？」と。

まずココナッツミルクがそこまで主張し

ません。サラワク名産の胡椒が味の中心と

言っても過言ではなく、ガツンとスパイシ

ー。隠し味は山椒。具はエビ・鶏のささみ・

もやし・錦糸卵・パクチーなどなど。オプ

ションで貝が入っているものもあります。

麺は基本ビーフン。黄色い普通の麺（ Yello

）
も選べますが、黙ってるとビーフン
Mee
で出てきます。オススメもビーフン。

ちなみにここではわかりやすいように

「サラワク」
と付けてますが、現地の人は単

に「ラクサ」と呼びます。それはサラワク

人にとってはこれこそがラクサであり、そ

の他のもの（他の州のもの）はすべて「た

だのカレー・ヌードル」という認識だから。

それほどまでに愛され、みな誇りに思って

いるということです。

残念ながら私の知っている限り、日本で

3

はこのラクサを食べられるお店はありませ

ロブスター
「丸ごと」のせ
RM120
（!）
なんてメニュー
も。要予約。

ん。直航便も無い遠いところですが、
「食

マレーシア人はみんな貝好き。追加トッピング扱いなの
で、ちょっと（RM2ぐらい）お高くなります。

べてみたい！」と思ったらぜひ足を運んで

郊外。空港からは近いです。写真は貝のせのスペシャル。

みてください。シンガポールからも飛行機

4

31 31 Cafe

ラクサ

シティ。一番行きやすいかも。かなりの人気店
でいっつも混んでます。朝食時は大勢で行くと
バラバラに座る覚悟が必要。トーストも人気。

で１時間半程度です。お待ちしております。

食べ終わったラクサのスープをコ
ロ・ミーにぶっかけたもの。お行儀
悪いですが、これが意外なマッチ。

Chong Choon Cafe ［泉春茶室］

写真はオーソドックスなサラワク・ラクサ。だいたいRM6ぐら
いから。上の小皿は、ラクサを注文すると必ず一緒に出てくる
Belacan（ブラチャン）というエビのペーストベースの辛いソー
ス。これをライムと一緒にお好みの量混ぜてから食べます。エビ
感がすごいので、苦手な人は入れなくてもOK。純粋にスープを
楽しんでください。すぐ上の写真のように、
中国式の揚げパン
（油
条）を入れるという技も。基本は朝ごはんです。

中国語表記： 叻沙

2

面

©NgeeJee Tsan

©NgeeJee Tsan

noodle
コロ・ミー
Kolo mee

Hiap Yak Cafe［协益茶室］

5

Kaijoo Laneというシティの通りにあります。ちなみに
Cafeと名前にありますが、これは必ずしもコーヒー飲む
ためだけの場所を意味するわけではないです、マレーシア
の場合。正式にはKopitiam（茶室）といい、基本は食事
をする場所です。ここもコーヒー（Kopi／コピ）と合わ
せて、麺を中心に料理も提供してます。

コロ・ミーと同じ味付けをしたビーフン、クウェ
イ・ティアオなど。麺のバリエーションが豊富な
のもマレーシアならでは。中央はバターが入った
Bulletproof Coffee（防弾コーヒー）
、左上は温玉。

チャーシュー焼きマシン。
ゴミ箱ではない。

左：Roti Kiap（カヤ・トースト）とRoti Canai（ロティ・チャナイ）
。中：
Satay Ayam（チキン・サテ）
。どちらも近所のお店から「出前」してこ
のHiap Yak Cafeで食べました。それもクチン流ごはんの食べ方。右はサ
テーの店でおっちゃんが実際に焼いてるところ。一本RM0.6
（約16円）
なり。

焼きたてを巨大
な包丁でぶった
切ってるところ。
ここのコロ・ミーはストレート麺のみです。右
のスープは豚のパーツ全部入り。セットで！
と注文するとこのコンビで出てきます。

Oriental Park Kopitiam
［国泰东方古早味］

7

シティの端っこ。端といってももちろ

もう一つのサラワク名物といえばこのコ

ロ・ミー。これは他の州にはありません。

クアラルンプールやジョホール・バルなど

の大きな街に行けば見つけることはできま

すが、残念ながら本家本元とはかけ離れた

ものが多いので、初めてのトライはぜひサ

料理としてはいたってシンプルです。ラ

英語表記： Kolo Mee / Kolo MI / Mi kolo

ラワクで！

ードなどの油にサラワクの必殺技（日本も

たくさん輸入してます）
・胡椒などを加え、

麺とあえるだけ。隠し味は山椒。元祖・油

そばとでも呼ぶべき料理。もちろん汁なし。

それだけ聞くとあまり美味しそうに聞こえ

ないかもしれませんが、これがなんともク

セになる味。ポーションが小さいので、食

の細い人でもおかわりしたくなるほど。

具はとにもかくにもチャーシュー。味付

けがシンプルなだけに、このチャーシュー

の出来いかんで評価が決まります。ラード

と豚が命の料理。よって、シーフードのも

のやビーフのマレー系（ムスリム）用のバ

リエーションもありますが、それはもうコ

ロ・ミーと呼ぶべきものかどうかは大いに

疑問、と友人の一人。

麺は細めでちょっとラーメンっぽい。と

あれを
「バリカタ」
で茹でれば近いものにな

んこつラーメンでよく使うあの細いやつ。

るのではと思ってます。縮れとストレート

5

２種類。より近い麺が日本にもあるような

を残した通りにあります。

ら教えてください。よろしくお願いします。

6

店のおっちゃん、なんと日本語喋ります！
大塚の日本語学校に大昔通っていたそう。
カーペンターストリート、というクチンの
中でも特に中華街っぽい、昔ながらの面影

ちなみに中国語（標準語）では麺を「面」

Kim Joo［锦裕］

と表記します。麵や麺もありますが、一般

的なのは面の方です。

ん大した距離ではないのでご安心を。
日本人的には徒歩圏内。コロ・ミーは
ポークとラードが命。ここはそのチャ
ーシュー（叉烧）が絶品。

コロ・ミー

コロ・ミー基本形。チャーシュー、鶏＆ネギ
が具。バリエーションは全３色。左ページ左
下の店は３色揃ってます。醤油の黒と、チャ
ーシューの油で色をつけた赤。

中国語表記： 哥罗面・干捞面

4

面

Belachan Meehun。クチン名物の
一つです。生あったかいイカの切り
身も合わさって、かなり生臭い。上
級者向き。Belacan（ブラチャン）
とは、エビで作ったペースト状のソ
ース。マレーシア料理には非常によ
く使われます。

noodle
その他のオススメ

others

Song Kheng Hai Hawker Centre

10

［宋庆海小贩中心］

シティのどこからでも徒歩圏内。ラグビー場の隣なのでわかり
やすいはず。ここのオススメはBelachan Meehun（ビーフン）
。
大きなフードコートなので、他にもいろいろな料理が。見た目
にとらわれず、あれこれチャレンジしてみてください。

Gompia
（ゴンピア）
。プチ・ハンバーガー
的なスナック。麺や他のもののついでに頼
むことが多いです。具は甘辛く味付けした
チャーシュー。ハンバーガー形式の豚まん、
という言い方を今思いつきました。

Hui Sing Hawker Centre［辉盛小贩中心］
ぶった切ってるところを見てるだけでよだれが止まりません。夜はシーフード・レストラン。写真は丸々１羽。モツ系
もしれっと入ってます。約５人前。これにスープとご飯がついて日本円にして1,200円弱という値段もうれしい。

8

Hui Singはフードコートの名前で、このあたりのエリア名でもあります。お

店（屋台）の名前はYong Kee（ヨン・キー）
。ついこないだまで屋根もなか
ったので（笑）
、珍しく夕方からの営業。友人の親戚がやってるんですが、ご
主人が高齢のためもうすぐ引退しちゃいます。というわけで、後継者募集中。

Seafood Padungan Bay

11

左のかき氷みたいのがこのフードコート定番「ドリンク」の一つ、
Matterhorn。
「メタホン」
と発音。右がWhite Lady。かき氷レモ
ン味にヨーグルト的な何かを混ぜて、乳酸飲料っぽくした飲み物。
普通のコーヒーやテ・タレもありますが、食事がかなり脂っぽい
ので、ごくごく飲めてさっぱりするWhite Ladyがオススメです。

チキンライスとシーフード。大人数の場合、
前もって1羽丸ごととかで頼んでおいた方
がよい。朝11時半過ぎには行くべし。と
にかく絶品。個人的には人生最美味のチキ
ンライス。

左はロースト・ダック、右はエビバージョン。豚
以外も試してみたい、豚は苦手という方はこちら
をどうぞ。

Ling Loong Seafood

9

コロ・ミーのバリエーションです。反則技に近いので、
番外編扱い。もちろん美味しいのですが、まずはプレー
ンから食べてください。ちなみに麺関係なくロースト・
ダックは絶品です。日本だと少々敷居が高いダックです
が、マレーシアではChineseを中心に一般的な食材。

饭

chicken rice
イチオシ

hainan Chicken Rice

7

6

あとがき
いかがでしたか？ うっかり行きたくなりました？「あれもこれもそれ
も」と謳ったものの、しょせんたったの８ページ。削る作業が一番辛かっ
たです、実は。世間的な評判よりも、自分が気に入ったところを優先して
ます。高くても300円程度の料理ばかりです。クーラーもない、フードコ
ート的な場所ばかりですが、それもマレーシア。汗をかきかき食事を楽し
んでください。
ちなみに本小冊子に「なんちゃら Cafe」という名のお店がいくつも出
てきますが、日本でいうところのCafeのイメージとはまったく異なります。
ただの屋台の集合体みたいな場所も多いです。ものすごく簡単に言ってし
まうと、コーヒー（Kopi／コピ）や紅茶（Teh／テ）を飲めてかつ食事が
できる場所はすべてCafeなのです。現地の人はCoffee Shopと呼ぶこと
も多いです。
「Coffee Shopに行こう」と言われたらそれは「ご飯を食べ
に行こう」という意味。
もうひとつ、クチンに限らずマレーシア人は朝食をとても大事にします。
日本だとスキップすることもあるでしょうが、逆に彼らは夕飯を抜くこと
はあっても、朝食はかならず取ります。今回載せた料理もほぼすべて朝食
メニューです。朝早くからやってるお店が多いのはそういう理由。よって、
スープ売り切れごめんの店は下手するとお昼前に閉まってしまいます。ク
チンで食いだおれてみようという方は、朝を中心に考えましょう。美味し
いからといって前の晩に食べ過ぎないように。
僭越ながら下にブログのリンクを載せたので、料理、食文化などの詳細
はそちらもご参照ください。マレーシアの通貨・マレーシアリンギット
（最
後のトは実際は発音しません）は27〜28円ぐらいで考えてください。
この冊子をきっかけに、本当にみなさんがクチンひいてはマレーシアに
興味を持ち、足を運んでいただけることを願っております。

うっかり行きたくなっちゃったら…
Midin Sarawakのフェイスブックページをご覧ください。Midin Sarawakはク
チンを拠点にするイベント会社。通常の旅行とはひと味違う「現地体験」が十八
番。たとえばこの冊子にある店に片っ端から行ってみる食いだおれイベント、ボ
ルネオ島の原住民の村でのホームステイ体験イベント、地元の小・中学校ので異
文化体験イベントなども。日本語のできる現地の担当がご案内しますので、クチ
ン旅行の際はぜひここからお問い合わせください。
>>> www.facebook.com/MidinSarawak/

これはガイドブックではありません。10年間食べ＆撮り溜めたものをまとめた個人ブログの印刷版とでも解釈していただければ。よって、
現地で「話が違うぞ」ということになっても、その責任は負いかねます。

写真協力：ngeejee.com tons of thx to NgeeJee Tsan, Chew Kim Soon and Oto Furukawa
各料理の詳細などは以下のリンクをご参照ください
■Tumblr >>> angrypoppins.tumblr.com（ブログ） ■Instagram >>> www.instagram.com/angrypoppins/
本冊子に関するお問い合わせはこちらまで ■mee graphics&print: angrypoppins@gmail.com

