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About Malaysian food in Japan 日本のマレーシア事情 

■DATA■   日本にみるマレーシア 
 
 ・ 日本に住むマレーシア人  約8000人 
  
 ・ 【マレーシア料理】と看板を掲げているレストラン。 
     関東： 10店舗   
     関西：  2店舗 
     名古屋： 1店舗 
     静岡：  1店舗   など。 
 
 ・ 日本のマレーシア料理店の特徴。 
     マレーシア人が店主、シェフをつとめる。 
     日本に住むマレーシア人の憩いの場所。 
     マレーシアに縁のある日本人が経営。 
 
 ・ メニューは、インドネシア料理店、 
     シンガポール料理店と共通点が多い。 

ここがマレーシア 



What is Malaysian cuisine? マレーシアごはんとは 

それぞれの民族（おもに三民族）が大切に育んできた 
マレーシアごはん。 

驚くほどバラエティ豊かなのは 
各民族がじぶんのルーツを大事にしているから。 

 
マレーシアごはんは 

多民族国家マレーシアの象徴 
 

つまり、マレーシア料理を味わえば 
日本でもマレーシアが体感できる！ 



お店の人とマレーシアについて話そう！ 
その料理にまつわるエピソード 

（幼いころの思い出など）を知ろう！ 
 

What is Malaysian cuisine? マレーシアごはんとは 

料理に向き合うのではなく、 
人に向き合う。人を感じる。 

それがマレーシアごはんを楽しむコツ 
 
 



One tower? View from my house’s window n KL クアラルンプールの家の窓から   



View from my house’s window n KL クアラルンプールの家の窓から   



「大地の木」 高田馬場駅近く  http://tabelog.com/tokyo/A1305/A130503/13017220/ 



「フィッシュヘッドカレー」要予約。3000円（3～4人前）ビーフン、ごはんお変わり自由 



「ナシレマ」1080円  ココナッツミルクごはんの豪華ヴァージョン。チキンカレー付き 



裏メニュー「ナシレマ」400円、要予約。バナナリーフで包んだシンプルバージョン 



左からマコシェフ（KL出身）、アスリシェフ（ペナン出身）、音（わたし） 



アスリさん語録 

「油がはねると気持ちがいい」 
アスリさんは、熱い油がピチピチと腕にはねるのが快感である。 
 

「夢はお客さんが持ってきた食材で調理をすること」 
お客さんが食べたいものを作りたい。食材を店でストックすることは
難しいので、食べたい食材を持ち込んでもらって（要予約）作りたい。 
例）生の渡り蟹とパイナップルを持ち込んで蟹カレーに。 
 

「楽はしたい。でもしない。天国のお母さんが見てるから」 
生姜、にんにくのみじん切りを驚くほど細かく作りながらのひと言。 
屋台をやっていたお母さんのレシピを再現している。 



チキンダイニング ちりばり http://www.chili-bali.com/concept.html 



「チキンライス・スチーム」590円 しっとり蒸しチキン 



超お得！2500円。アジアン料理7品＋のみ放題2時間 



店主・菱沼さん。幼少のころマレーシア・クアラルンプールに9年間暮らす 



菱沼さんの想い 

「今度、マレーシアに帰るんです」 
菱沼さんは、幼少時代の9年間をマレーシアで過ごしています。今も
両親はマレーシア在住。 
 

「屋台でチキンライスを注文したら、料理と交換に 
代金を支払う。僕にとってはそれが普通」 
ランチタイムはチキンライスは490円！ それは500円をその場で支払
ってもらって10円を返す、ということをしたいから。 



ペナンレストラン https://www.facebook.com/PenangRestaurant?fref=ts 



ペナンアッサムラクサ、要予約、980円。濃厚な魚スープに爽やかミント  



月に1回はナシカンダーナイト、要予約。ペナン名物料理が登場 



中央がペナン出身のロバート父さん（シェフ）、左はお母さん、右はジョシュアさん 



家族経営ペナンレストラン 

「音さん、友達が来るなら言ってください。気づかないなん
て、困ります」 
友人がペナンレストランに食事に行き、帰り際に「音さんの知り合い
なんです」と言った日。ジョシュアさんから電話があり「お友達には、
帰る間際ではなく、その前に“音さんの知り合い“と伝えるように言っ
て下さい。デザートサービスしますから！」と。 
 

「タオルある？あげる！」 byロバート父さん 
ペナンレストランの近くに銭湯があります。先日、イベントの合間にお
風呂に入ろうと話していたら、こんな声をかけてくれた。 
 

料理がどんどんおいしくなる。 
故郷の味をおいしいって言ってもらうことの意味、エネルギー。 



馬来風光美食 http://malayhu-ko.com/ 



バクテー大1800円、小900円。中国系マレーシア料理の代表格。豚肉の漢方スープ煮 



イポー出身のエレンさん。テレビにもよく出演。V6長野くんも常連らしい 



エレンさんとお客さん 

「相席でもいい？」 
予約したはずなのに、忘れられていた日。臨機応変に対応。 
 

「何飲みますか？」 byお客さん 
料理から会計まで、たった1人できりもりするエレンさんを気遣って、
常連さんたちが注文を聞いてくれる。訪れる人がみんな家族のように
なるようになっている。異空間。 
 

カラオケも料理も、とてもうまい！ 
中国語の歌もとてもうまい。 



馬来西亜マレー http://malaysiamalay.s2.weblife.me/ 



プタイライス1,050円。マレーシアにはない、稲葉流プタイカレー 



店主の稲葉さん。キナバル山に登頂。ガイドのアルストンくん（ドゥスン族）の来日を楽しみにしている 



稲葉さんとドゥスン族 

 

「高床式の隙間だらけの高床に坐していただく彼らの普段
の食事はとても質素だけれど心温まるものです」 
 

稲葉さんご夫婦は、コタバル山に2回登頂達成！ そのときのガイド、
アルストンくんはドゥスン族。彼の実家はコタキナバル市内から車で1
時間ほどのジャングルの中で、底を訪ねたときのこと。 
 

「現在はマレーシア政府の民族融合政策の一環で、ほど近
い所に新築の一戸建てモダンハウスが無償で提供されて
ニコニコ生活しています。彼の姪っ子は、好きなタレントの
写真をうれしそうにはずかしそうに見せてくれました」 



マレーチャン（1号店）、http://www.malaychan-satu.jp/ 



ココナツチキンカレー、900円、ランチタイムは、ナン・ごはん・サラダ付 



カレーパフ、200円（1個）、さっくさくの生地にカレー味のじゃがいも入り。クーポン！ 



福澤ママ（中央）。マレーシア人から“ママ”と慕われている。創立20年 



マレーチャン2号店（Dua） http://www.malaychan-dua.jp/ 



バクテー、1,000円。王様のブランチでも紹介されたスタミナ薬膳 



アイスカチャン1,260円。ピーナッツ、とうもろこし粒入り 



名物店主・福澤ママ語録 

「あのころはね、ナシゴレンなんて誰も知らなかったの」 
今でこそナシゴレン、チキンライスを知っている人は多いが、福澤店
主がマレーチャンを開店した20年前、誰も知らないメニューだった。 

 
「マレーシア人留学生の“仕事”を提供してあげたかった」 
留学生のために、日本円が稼げる仕事場を提供したい、との思いか
ら、マレーシア料理店を開店。マレーチャンのバイトで知り合って結婚
したカップルもいる。そのため、日本のママと呼ばれている。 
 

「ローシーファンが食べたい」 
どうしてもローシーファンが食べたい！と麺のマシーンを調査中。 



ラサマレーシア http://r.gnavi.co.jp/g275501/ 



カジャンサテー、945円。大ぶりの鶏肉がジューシー！ 



ケニーアジア http://kennyasia.com/about 



海南鶏飯、1000円。鶏の茹で汁で炊いたごはんだけでも何杯でもおかわりできる 



左、シェフのケニーさん（ペナン出身）。大阪のメディアにも多数出演 



アスリさん語録 

「大阪の温泉に来てください」 by 淳子さん 
銭湯の居ぬき物件！よく見ると、頭部をぱかっとヘルメットのように覆
うタイプのヘアドライアーや鍵付きの靴箱、サウナの看板がいい感じ
で飾られている。店内は温かさに満ちている。 
 
 

「ふるさとのペナン島でご両親がレストランを経営してした
ので子供の頃からお手伝いをしていた経験が今に生きて
いる」 by ケニーさん 
出身はペナン。ペナンごはんツアー開催中。 



マレーカンポン http://www.malaykampung.com/ 



海鮮チャークイテオ1,050円。極太の米麺がもっちもち。自家製サンバルソースで旨辛 



ニョニャラクサ1,050円。まろやかな口あたりに、じわじわ来る辛味がいい！ 



ヨントウフ、要予約、780円。魚のすり身を野菜に詰めたマレーシア版おでん 



マレーカンポンのシェフ3人衆。右より、ムスキさん、チャーさん、リムさん 



チャーさん語録 

「もくもくではないです。楽しく作ってます」 
ぜったいにネガティブな言葉を言わない。 
 

「音さん大丈夫、晴れますよ」 
なんの根拠もなく断言するチャーさん。その言葉には“心配してもしょ
うがない”という当たり前だけど。大事なことを教えてくれた。じぶんの
やるべきことを淡々とやるだけ、とちゃんと分かっている。 
 

番外編「冷奴なんて、ありえない！と思った」 
冷たいごはんを食べる習慣のないマレーシア。日本料理でいちばん
びっくりしたのは冷奴。なんじゃこりゃー！と。また牛肉をあまり食べ
ないチャーさん。でも日本の焼肉は大好き 
 



Malaysian food company  

1986年創業 
マレーシアの老舗 

食品メーカー  
 

ブラヒムフード 



左、チキンカレー、水で希釈するタイプのペースト。右、ニョニャソース、ストレートタイプ 



ブラヒムフード、マレーシアの本社、スーパーに陳列されている様子 



マレーシア料理教室 http://www.malaysiafoodnet.com/event.html 

毎月開催 
マレーシア料理店の 

シェフが伝授！  
 

マレーシア料理教室 



アスリさんにナシゴレンを習いました！ 



チクテー料理のための丸どり 



マレーシアで鶏肉といえば1羽丸ごと。解体の方法を学びます 



Malaysian GOHAN  no Kai 

2ヶ月に1度開催！  
 

マレーシアごはんの会 



Banana leaf curry,  バナナリーフカレーは惣菜3～4種、ごはん、パパドのセット料理 



マレーシアごはんの会の様子 



「マレーシアごはんの会」Web、または「紀伊國屋新宿南口」「内山書店」などの書店でも購入可 

マレーシアの生活情報誌  
 

ハローマレーシア2014 
日本でも購入可 



The tarik, テタレ。甘い練乳がたっぷり入った紅茶。約1.5リンギ（50円） 



興味のある方はパンフレットをお渡ししますので、お声をおかけください 

10月31日～11月4日（月祝）  
 

マレーシアごはんツアー 
in Kuala Lumpur 開催 



マレーシアごはんツアー  名物料理を有名屋台で食べまくる！ 



Impression, Malaysian make miracle リラックスしているから生まれる奇跡   

マレーシア人と 

コラボする！ 
 

日本で、マレーシアを体感できるイベント。 
そのためにはマレーシア人と 

一緒に過ごすこと。 



Impression, Malaysian make miracle リラックスしているから生まれる奇跡   

マレーシア人は 

失敗しない 
 

マレーシア人のたぐいまれなる安定感 
失敗は、失敗と思わなければ失敗じゃない 
対応力が抜群に優れていて、驚くほど柔軟 

（テタレ事件、ロティジャラ事件） 
想像を超えるハプニングが奇跡をよぶ 



Impression, Malaysian make miracle リラックスしているから生まれる奇跡   

マレーシア人の 

驚くべき柔軟性 
 

マレーシア人のとても大きな伸びシロがある 
想像を超えるハプニングが 

奇跡をよぶ。（ガスコンロ事件） 
日本人もいつの間にかマレーシア人化している 



Impression, we are same human   マレーシアも日本も同じ   

循環。振り返る。 

故郷の幼い頃の思い出 
 

心に響くのは共通点。アジア人としての自覚 
孫を思うおばちゃん、親を思う子の気持ち 

幼いころの思い出がよみがえる。 
 

異国のものから、自国の故郷を思い出す 



Asean Festival in Yokohama 山下公園のアセアンフェスティバルに参加します 

10月5日、6日 

横浜の山下公園にて 
お会いしましょう！ 

 
マレーチャン 
マレーカンポン 
ペナンレストラン 
出店予定！ 



Asean Festival in Yokohama 山下公園のアセアンフェスティバルに参加します 
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