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項⽬ 回答
店名 カフェマラッカ Cafe Malacca
店名カナ カフェマラッカ
住所 ⼤阪市北区⿊崎町５−１４
電話 06-6940-6276
アクセス 地下鉄⾕町線中崎町駅から徒歩４分
Web ⽇本語 http://www.cafemalacca.com
Web English http://www.cafemalacca.info
商品別Site http://www.koume-icekacang.com
Facebook http://www.facebook.com/cafemalacca.osaka
Twitter http://www.twitter.com/cafemalacca

Trip Advisor https://www.tripadvisor.jp/Restaurant_Review-g298566-d5813176-Reviews-
Cafe_Malacca-Osaka_Osaka_Prefecture_Kinki.html

Yelp
https://www.yelp.com/biz/%E3%82%AB%E3%83%95%E3%82%A7-
%E3%83%9E%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AB-
%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82?page_src=best_of_yelp

Youtube https://www.youtube.com/channel/UCSX1qGv79b9-GNevA89zkFA
Instagram https://www.instagram.com/cafemalaccaosaka/
Tumblur http://cafemalacca.tumblr.com/
Tabelog https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27072320/
Gurunavi https://r.gnavi.co.jp/m8d7epj10000/
Foursquare http://4sq.com/10bvLDP
Square https://mkt.com/cafe-malacca
Pinterest https://www.pinterest.jp/cafemalacca/
Google+ https://plus.google.com/u/0/+Cafeteriasonrisa
Ekiten http://www.ekiten.jp/shop_7143622/

「実際に」どういう組み合わせでいらっ
しゃるお客さんが多いですか？（2つま
で）

⼀⼈で ○
友達と ○
家族と
⼦供と
カップルで ○

「実際に」どういう利⽤シーンで使わて
いるお客さんが多いですか？（3つま
で）

デート ○
合コン
⼥⼦会
宴会
記念⽇
お買い物
アクティブな休⽇
学べる
その他（右側に記⼊） 普段使いカフェ、PC使⽤作業のため

おすすめメニュー・商品等 ホワイトコーヒー、海南チキンライス、ラクサ、アイスカチャン（東南アジアのかき
氷）

お店の特徴を表すキーワード
(単語で記⼊）

中崎町
カフェ
海南チキンライス
かき氷
コーヒー

予約可能か 不可です。申し訳ございませんが、当店のキャパ不⾜のため、予約は受付しておりま
せん。
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対象 開始時間 終了時間 備考
全⽇ 昼の12：00 深夜24時 23：30ラストオーダー
定休⽇ なし
その他（フリーコメント） ＊年中無休です。臨時休業あり。

お店の正式名称 カフェマラッカ
住所 ⼤阪市北区⿊崎町５−１４
お⽴場+お名前（例：店⻑⼭⽥花
⼦） オーナー（⼥性）
特徴1（箇条書き） 東南アジア「マラッカ海峡」から名付けた東南アジア⾵のカフェです。
特徴2（箇条書き） 中華系マレーシアに基づいた内装と、アジアンフュージョンメニューです。
特徴3（箇条書き） カフェの4階に住むうさぎ（⼩梅ちゃん）がカフェと法⼈のロゴになっています。
特徴4（箇条書き） 夜は24時まで営業し夜カフェにも対応した、中崎町のカフェです。
特徴5（箇条書き） DIYで常に変化するカフェです。
⼀番の売り（必ず「単語」でお願
いします） 海南チキンライス

お店のコンセプトを教えてくださ
い

中崎町の東南アジア⾵カフェです。マレーシア・シンガポールの間にある「マラッカ海峡」から名前をつけ
ました。現在マラッカ海峡は、国際⾊豊かな物流の重要な拠点です。そしてその周辺地域は過去ポルトガル、
イギリス、オランダなどの⽀配を受け、中国系とインド系移⺠がたくさんました。そして旧⽇本帝国軍まで
が⽀配を試みた重要な場所です。当店はカフェがマラッカ海峡のような国際⾊豊かな交流の拠点となり様々
な⼈と⽂化が交じり合う場所となることを⽬指しています。

お店を始めた背景があれば教えて
ください
（わかる場合のみで⼤丈夫です）

オーナー（⼥性）が美⼤⽣として⽶国留学時に交流した中華系東南アジア⼈がきっかけです。オーナーは京
都に⽣まれ育ち、⽶国⽂化に興味をもってサンフランシスコ（カリフォルニア州）に留学した彼⼥が、⽶国
で⼀番影響を受けたのは⽶国⽂化ではなく、⼤学で⼀緒に学んだ中華系東南アジア⼈からでした。彼⼥らは
複数の⾔語と⽂化を理解し、国境を⾃由に⾏き来します。オーナーが東南アジアに興味をもちはじめたのは
それからで、実際にシンガポールとマレーシアで中華系移⺠家族によるプラナカン⽂化（中国系移⺠と現地
⼈が結婚してできた東南アジアの中華系⽂化）に特に感銘を受けました。２０１５年７⽉、カフェを運営す
る機会を得て、東南アジアカフェ「カフェマラッカ」をスタートしました。

来店したお客様に、お店でどんな
体験をしてもらいたいと考えてい
ますか？

普段使いしていただけるカフェとしてご利⽤いただければ幸いです。また店内はパソコンやスマートフォン
を充電するための電源を使⽤可能で、Wifiも無料でご利⽤いただけます。中崎町のカフェとして店舗を運営し
ています。他の中崎町のカフェと同様、当店も特徴ある店舗を⽬指し、店舗内はコーナンのペンキ、⽊材を
使⽤したDIYで完成しました。まだ作業は継続しておりますので、常に変化します。さらに店舗ロゴやメ
ニューもオーナーが⾃分で作成しました。メニューの更新も頻繁にありますので、常に進化するカフェをご
覧いただければと思います。

お店の運営で⼤切にしていること
はどんな点でしょうか？

当店は誰でも気軽に安定してお越しいただけることを⽬指しています。安定する普通のカフェ経営を⽬指し
ております。

お店の⽴地や周辺の様⼦について
教えてください。

当店、最寄りは中崎町駅です。中崎町にははたくさんのカフェがあります。中崎町駅はもともと有名なのは
梅⽥に近い⻄側「中崎⻄」の地域を⼀般的に中崎町エリアと読んでいます。⼀⽅、梅⽥から遠く、天六まで
いかない部分の中崎町東側は有名ではありません。当店はこの中崎東にあります。さいきんこの中崎東地域
に活気がでてきました。新しいお店がどんどんオープンしています。特に集客で有名なのはかき氷の「がる
る氷」さんと「⼤阪浪花屋」さんです。夏になるとこの2店舗には⾏列ができ、かき氷を待つお客様でいっぱ
いです。

プラナカン⽂化に感銘を受けたと
あります。オーナー様の⼼を動か
したものとは、具体的にどのよう
なものだったのでしょうか

プラナカンで使⽤されている⾊や模様です。以前からプラナカン装飾を⾒る機会はあったのですが、それが
⼀体何なのか、はっきりと認識できていませんでした。たまたま観光で訪れたシンガポールのプラナカン博
物館でしっかりとプラナカン⽂化が解説されていたので、詳しく知ることができました。中国系移⺠が東南
アジアの現地の⼈と家族を構成し、Mixed Caltureとなったのでプラナカンのような特徴的な⽂化ができ、中
国系でも東南アジア系でもない、新しい⾊合い、模様などがあることに感激しました。

⼟地勘がなく、恐縮なのですが中
崎町にあるカフェの特徴はなんで
しょうか？また、カフェにとって
中崎町はどのような町なのです
か？

中崎町のカフェの特徴として、個⼈経営、⼩規模が多いことです。巨⼤資本（阪急阪神、三井住友、JR⻄）
が街を形成している梅⽥のすぐ横にある地域が中崎町ですが、この⼩さい地域に⼩規模のカフェが多いです。
地域内のカフェの多さも特徴的ですが、もともと⺠家だった物件を独⾃に改造した店舗が多く、昭和のレト
ロ感ただよう内装などが中崎町カフェの特徴と⾔われています。（当店は中崎町のはずれの位置にあります
ので、カフェとしてあまり認知されておりません。）

「まだ作業は継続しておりますの
で、常に変化します。」とありま
すが、まるでサグラダファミリア
のようですね。お客様やご友⼈な
ど交流もあるのでしょうか？それ
ともお⼀⼈でDIYしているのでしょ
うか？

このカフェはもともと⼀軒家で普通の家族が4⼈ですまれていました。カフェの内装、外観はスタッフによる
DIY作業です。外装のステッカーは⾃作です。

店内は東南アジア⾵の内装なので
しょうか？雰囲気や装飾など具体
的に教えてください。

２０１５年７⽉１⽇に新店舗「カフェマラッカ」となりました。東南アジアにあるカフェを再現したいので、
外装は英語と漢字が書かれています。建物⾃体は４０年以上経過しているので、階層はしていますが、内装
はノスタルジックな雰囲気です。店内は⽩を基調としており、メニュー等店内表⽰は英語と中国語を併記し
ました。店内の⾳楽は1930-1940年代のジャズを流しています。国籍・男⼥・年齢問わず、気軽にご利⽤いた
だけることを⽬指して⾔います。

お店の⼈気メニューや変わったメ
ニューについて教えてください。

ホワイトコーヒー、海南チキンライス、アイスカチャン（東南亜アジアかき氷）です。ともにマレーシア、
シンガポールの中華系店舗ではよく⾷べられているメニューアイテムです。

メニュー開発段階で苦労なさった
ことはなんでしょうか？

物流です。どのメニューも、結局⽇本ではあまり使⽤されていない材料が少しずつ存在します。特にアイス
カチャン（東南アジアかき氷）が実現までに時間がかかったのは、物流が⼀番の理由でした。
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お客様に喜ばれたこと、
何かを⼯夫したことで
お客様からの反応が変
わったことなど、お客
様に関するエピソード
がありましたら教えて
ください。（全てのお
客様に当てはまるもの
ではなく⼀例としてで
良いので、具体的なエ
ピソードがあればと思
います）

メニュー開発に⼀番苦労しました。当店では東南アジアにちなんだメニューを提供しています。しかしこ
こは⽇本であり、⽇本では⼿に⼊らない⾷材もあります。調理⽅法も完全に再現できるわけではありませ
ん。それで当店では「アジアンフュージョンメニュー」という表現を使⽤しています。これは多国籍料理
の意味であり、カスタマイズも⼊っているので完全にまったく現地と同じものを作っているわけではない
という意味を含めています。もちろん⽇本で要求される品質を満たせるように開発しており、決して⼿を
抜いているわけではありません。私たちは中崎町のカフェとして評価されなければならないことを理解し
ていますので、中崎町カフェ基準でとして⽇本の⽅に評価いただける品質を実現することを最低条件とし
ています。
カフェマラッカを約2年間営業するとわかってきたのですが、1000⼈に1⼈くらいですが、「現地の味と
違う」というコメントをいただきます。当然、現地の味と同じわけがありません。ここの気候は違います
し、当店で取り扱っているメニューはマレーシアやシンガポールの中華系コミュニティで⾮常に⼀般的な
料理のため、どこの店に⾏っても提供されて、その提供している店ごとに味のばらつきがあります。現地
で⾷べ歩いても店ごとにまったく味も値段も違うのです。⽇本ではチェーン店や⼤⼿資本による統制され
た飲⾷店がおおいため「同じメニュー名称ならどこの店でも同じ味」という⾵に理解されている⽅がとき
どきいらっしゃいますが、海外ではそのようなことはありません。個⼈経営の店舗も多いので、地域ごと
に、店舗ごとに味に差があります。これは⽇本においてラーメン店がまったく味が違うことに相当します。
考えてみれば⾁も同じ調理⽅法でも地域や品種ごとに味が違いますので、店ごとの違いを楽しみます。博
多ラーメンが全部の店舗同じ味ですか？北海道味噌ラーメンは1種類しかない？そんあわけありません。
ところがカフェに時々くるクレームは「味の違いなどを全く許さない」「現地のメニューはみんなチェー
ン店みたいに同じ味で1種類」という前提で批判があります。
仮定の話ですが、もしあなたがニューヨークで博多ラーメン店を経営しているところにニューヨーク育ち
の⽶国⼈が来て、「北海道でたべたラーメンと味が違う、これは偽物だ」というとどうでしょうか？滑稽
ですよね？それは判定基準が違うだろうと、⾔いたくなると思います。普通はそんなことがおきませんが、
この2年間、カフェマラッカで⼀番苦労したことはこのようなクレーム内容です。
⼀⽅で東南アジア駐在や⻑期留学をした⼈たちは私達のアジアンフュージョン料理に理解を⽰してくれま
す。いろいろな店舗があって種類があることをご存知なので。どちらかというと⽇本⼈で「マレーシアや
シンガポールを知っている」という数回旅⾏にだけ⾏った⼈たちのごく⼀部からこのような批判を受けま
した。
2016年に⼀番ひどかったのは、⾹港から来た⼈をつれてきて男性2名が「⾹港の海南チキンライスと味が
違うとゆうとるぞ。この偽物うりやがって、謝れや」といってきた⼈が来たことです。これには本当に困
りました。そのとき当店は⼥性1名のオーナがー接客していたので、男性2名から脅されて本当に怖い思い
をしたそうです。
当店は東南アジアカフェですし、海南チキンライスはマレーシアのクアラルンプールの店舗で⾷べたもの
がおいしかったので、それを⽬標に⽇本で再現してさらに美味しくなるようにカスタマイズを繰り返しま
した。それなのに⾹港の⼈をつれてきて、⾹港の海南チキンライスとちがうと⾔われて、しかも⼥性1名
で接客しているところを⼤柄の男性2名で脅されてはもどうしようもありません。その⼈達は⾔いがかり
をつけてきて、他のお客様がいる前で叫んだので、今後⼆度とカフェマラッカへ来ないように出⼊り禁⽌
にしました。
後⽇、カフェのお客様が近所のカウンターバーでその叫んだ男性クレーマーがいるのを⾒かけたそうです。
その男性クレーマーが「あのマラッカの⼥、今度あったらどついてやる」「まずい海南チキンライスだし
やがって」「⾹港とまったく味が違う」とカフェの⽂句を⾔いながら叫んでいたそうです。このような脅
しをする⼈たちが周りにいるので本当に困りました。当店オーナーが⼥性なので、⼿をだすことができな
いことを利⽤して、脅す⼈達が実在します。カフェマラッカ関内に8台以上のカメラが2年分のHDDレ
コーダーに接続されて動作している理由はこのようなお客様が時々来るからです。⾳声付きHD画像で現
在は記録していますが、今後クラウドストレージを使⽤して４K/8Kで記録していくように設備投資もし
なければなりません。
いろいろなことがありましたが、2016年はこのような脅しに耐えながらカフェを運営しています。警察、
弁護⼠、裁判所をその都度利⽤しながら耐えて、難しい時を乗り切ってきました。今、たくさんのお客様
のお陰で2年⽬を迎えることができそうです。本当にありがたいです。

お店の⽴地や周辺の様
⼦について教えてくだ
さい。

当店、最寄りは中崎町駅です。中崎町にははたくさんのカフェがあります。中崎町駅はもともと有名なの
は梅⽥に近い⻄側「中崎⻄」の地域を⼀般的に中崎町エリアと読んでいます。⼀⽅、梅⽥から遠く、天六
までいかない部分の中崎町東側は有名ではありません。当店はこの中崎東にあります。さいきんこの中
崎東地域に活気がでてきました。新しいお店がどんどんオープンしています。特に集客で有名なのはかき
氷の「がるる氷」さんと「⼤阪浪花屋」さんです。夏になるとこの2店舗には⾏列ができ、かき氷を待つ
お客様でいっぱいです。

プラナカン⽂化に感銘
を受けたとあります。
オーナー様の⼼を動か
したものとは、具体的
にどのようなものだっ
たのでしょうか

プラナカンで使⽤されている⾊や模様です。以前からプラナカン装飾を⾒る機会はあったのですが、それ
が⼀体何なのか、はっきりと認識できていませんでした。たまたま観光で訪れたシンガポールのプラナカ
ン博物館でしっかりとプラナカン⽂化が解説されていたので、詳しく知ることができました。中国系移⺠
が東南アジアの現地の⼈と家族を構成し、Mixed Caltureとなったのでプラナカンのような特徴的な⽂化
ができ、中国系でも東南アジア系でもない、新しい⾊合い、模様などがあることに感激しました。
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ありがとうございます
Thank you.


