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カフェマラッカ報道⽤用資料料
下記の項⽬目はメディア様からのご質問と当店の回答です。	
報道機関様にご利利⽤用いただけます。ご参照ください。
項⽬目

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

⼤大阪市北北区⿊黒崎町５−１４

電話

06-6940-6276	

アクセス

地下鉄  ⾕谷町線  中崎町駅から徒歩４分

お店のホームページ

http://www.cafemalacca.com	

お店のFacebookページ

http://www.facebook.com/cafemalacca.osaka	

お店のTwitterページ

http://www.twitter.com/cafemalacca	
⼀一⼈人で

⚪︎

友達と
「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 家族と
で）
⼦子供と

⚪︎

 　

カップルで

 　

デート

 　

合コン

 　

⼥女女⼦子会

 　

宴会
「実際に」どういう利利⽤用シーンで使わて
記念念⽇日
いるお客さんが多いですか？（3つま
で）
お買い物

おすすめメニュー・商品等

 　

 　
 　
 　

アクティブな休⽇日

 　

学べる

 　

その他（右側に記⼊入）

普段使いカフェ、PC使⽤用作
業のため

モーニング、スパイス（エスニック）カレー
東南アジアカフェ

お店の特徴を表すキーワード
(単語で記⼊入）

早朝営業モーニング
フレッシュジュース
スパイス  エスニックカレー
夜カフェ

予約可能か
（可能なら⚪︎、不不可能なら空欄）

 　

対象

開始時間

終了了時間

備考

全⽇日

6:30	

0:00	

23：30ラストオーダー

定休⽇日

なし

その他（フリーコメント）

＊年年中無休です（２０１５年年７⽉月から営業ですので、年年末年年始の計画が未定です）
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お店の正式名称

カフェマラッカ

住所
⼤大阪市北北区⿊黒崎町５−１４
お⽴立立場+お名前（例例：店⻑⾧長  ⼭山⽥田花
オーナー（⼥女女性）
⼦子）
特徴1（箇条書き）

東南アジア「マラッカ海峡」から名前をつけた東南アジア⾵風のカフェです。

特徴2（箇条書き）

スパイス（コーヒーも含む）を使⽤用したメニューを提供します。

特徴3（箇条書き）

朝6時30分からモーニングサービスを実施し、朝⾷食の定番エッグベネディクトも提供します。

特徴4（箇条書き）

夜は24時まで営業し夜カフェにも対応です。

特徴5（箇条書き）

DIYで常に変化するカフェです。

⼀一番の売り（必ず「単語」でお願
モーニング
いします）
東南アジア⾵風カフェです。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、国際⾊色豊かな物流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
お店のコンセプトを教えてくださ
リス、オランダなどの⽀支配を受け、中国系とインド系移⺠民がたくさんました。そして旧⽇日本帝国軍までが
い
⽀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色豊かな交流流の拠点となり様々
な⼈人と⽂文化が交じり合う場所となることを⽬目指しています。
オーナー（⼥女女性）が美⼤大⽣生として⽶米国留留学時に交流流した中華系東南アジア⼈人がきっかけです。オーナーは
京都に⽣生まれ育ち、⽶米国⽂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）に留留学した彼⼥女女が、
お店を始めた背景があれば教えて ⽶米国で⼀一番影響を受けたのは⽶米国⽂文化ではなく、⼤大学で⼀一緒に学んだ中華系東南アジア⼈人からでした。彼
⼥女女らは複数の⾔言語と⽂文化を理理解し、国境を⾃自由に⾏行行き来します。オーナーが東南アジアに興味をもちはじ
ください
（わかる場合のみで⼤大丈夫です） 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民家族によるプラナカン⽂文化（中国系
移⺠民と現地⼈人が結婚してできた東南アジアの中華系⽂文化）に特に感銘を受けました。２０１５年年７⽉月、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。
普段使いしていただけるカフェとしてご利利⽤用いただければ幸いです。来店者の⽅方にはロサンゼルスから輸
⼊入さらたフォーチュンクッキーをプレゼントしております。（中におみくじが⼊入っております）
来店したお客様に、お店でどんな 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用可能で、Wifiも無料料でご利利⽤用いただけ
体験をしてもらいたいと考えてい ます。
ますか？
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目指し、
店舗内はコーナンのペンキ、⽊木材を使⽤用した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自分で作成しました。メニューの更更新も頻繁にあ
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。
お店の運営で⼤大切切にしていること 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目指しています。安定する普通のカフェ経営を⽬目指
はどんな点でしょうか？
しております。

お客様に喜ばれたこと、何かを⼯工
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⼀一例例として
で良良いので、具体的なエピソード
があればと思います）

当店のスパイスカレーは⽇日本のカレーとは⼤大きく違います。東南アジア系の味付けをしているのでインド
カレーとも別で、この味付けをお客様に「美味しい」といっていただけた時が⼀一番うれしいです。
当店のカレーはご注⽂文時に⽇日本のカレーとは味付けが違うことを⾔言及してはおりますが、⼀一部のお客様か
ら「まずい」「どこかで⾷食べた味」「⾼高い」とスタッフへ直接⾔言っていただいたことがあります。
実は10/24、⼀一度度カレーを毎⽇日深夜まで作っているオーナー（⼥女女性）がお客様が「過去ワースト１で、レ
トルトカレーのほうがよかった」と⾔言われ、その後ショックで仕事ができませんでした。彼⼥女女は早朝や深
夜にカレーを仕込んでいるので、疲れている中、このようなことを⾔言われショックから耐えられなかった
そうです。
ただし次の⽇日になぜかカレーの販売数が⾮非常に多くなり、帰り際にお客様から、美味しかったとわざわざ
レジカウンターまで⾔言いに来ていただいたため、感激して体調を取り戻しました。やはりお客様からお褒
めの⾔言葉葉をいただけることが⼀一番うれしいです。
当店のカレーはターメリックやカルダモンなどのスパイスの段階から調合し１２種類以上を組み合わせ独
⾃自調合で作成しております。東南アジア⾵風のカレーを⽬目指していますのでインドや⽇日本のカレーともまた
別です。したがって⽇日本のカレーしか⾷食べない⽅方には難しい味ですし、スパイスから作るので価格がどう
しても跳ね上がります。そのような、こだわりある難しいカレーを、お客様からほめていただいた時が⼀一
番うれしいです。

カフェマラッカは天五中崎通商店街（おいでやす通り）にあり、商店街の中にある⿊黒崎町公園のすぐ隣隣に
お店の⽴立立地や周辺の様⼦子について あります。地下鉄⾕谷町線の中崎町駅から徒歩４分で商店街アーケードの中を通ってお越しいただけますの
教えてください。
で、もし⾬雨の⽇日でも簡単にお越しいただけます。
天神橋筋六六丁⽬目駅やJR天満駅（環状線）からも歩いてお越しいただける距離離です。
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プラナカン⽂文化に感銘を受けたとあ
ります。オーナー様の⼼心を動かした
ものとは、具体的にどのようなもの
だったのでしょうか

プラナカンで使⽤用されている⾊色や模様です。以前からプラナカン装飾を⾒見見る機会はあったのですが、それ
が⼀一体何なのか、はっきりと認識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。中国系移⺠民
が東南アジアの現地の⼈人と家族を構成し、Mixed Caltureとなったのでプラナカンのような特徴的な⽂文化が
でき、中国系でも東南アジア系でもない、新しい⾊色合い、模様などがあることに感激しました。

⼟土地勘がなく、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、個⼈人経営、⼩小規模が多いことです。巨⼤大資本（阪急阪神、三井住友、JR
⻄西）が街を形成している梅⽥田のすぐ横にある地域が中崎町ですが、この⼩小さい地域に⼩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、もともと⺠民家だった物件を独⾃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、
基本的にスタッフによるDIY作業ですが、その都度度⼿手伝うことが可能な友⼈人に依頼しています。友⼈人にお
まるでサグラダファミリアのようで
ごる寿司代が外装費⽤用に変わります。外装のステッカーはメキシコ⼈人によるものであり、⼤大阪に観光で来
すね。お客様やご友⼈人など交流流もあ
ていたメキシコ⼈人２名に内装・外装の変更更を⼿手伝ってもらいました。
るのでしょうか？それともお⼀一⼈人で
DIYしているのでしょうか？
店内は東南アジア⾵風の内装なので
しょうか？雰囲気や装飾など具体的
に教えてください。

２０１５年年７⽉月１⽇日に新店舗「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。建物⾃自体は４０年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。店内は⽩白を基調としており、メニュー等店内表⽰示は英語と中国語を
併記しました。店内の⾳音楽は1930-1940年年代のジャズを流流しています。国籍・男⼥女女・年年齢問わず、気軽に
ご利利⽤用いただけることを⽬目指して⾔言います。

お店の⼈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。

朝⾷食モーニングサービスを6:30-11:00の間実施しています。実は最近お客様が⼀一番多いのが１２時までの
朝の時間帯です。トースト、サラダ、卵卵、ドリンクセットで４５０円からあり、ホットサンド（５５０
円）やトーストにベーコンエッグ（５５０円）などもあります。特に最近トーストにサーモンアボカド
（５５０円）が⼀一番⼈人気になっています。

マラッカさんのスパイスカレーにつ
いて、「東南アジア系の味付け」と
はイメージしやすく⼀一⾔言で⾔言うとな
んでしょうか？（例例えば○○のスパ
イスが⾹香るカレー、フルーティーな
カレーなど）

スパイスの段階から調理理しております。独⾃自の味付けとなっていますので、他店舗様にはない味付けです。
味をマレーシアやシンガポールで⾷食べたカレーから参照しています。特にエビカレーは後味が⾟辛く、⽇日本
エビカレーにはない味付けですので、ご購⼊入頂く前に説明させていただいております。

スパイスカレー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？

味付けです。当店のスパイスカレーは、カレーのルー⾃自体に味がついており、エビカレーはエビの味がし
ます。このルーの味の試⾏行行錯誤が⼀一番苦労した点です。

カレー作りの参考に、留留学中に出
会ったご友⼈人などからアドバスを受
けたりなどなさったのでしょうか？

⽇日本に来る機会があまりないので、味についてはアドバイスをうけることはできていないのですが、特に
物流流に関連するアドバイスはもらいました。⽇日本では使⽤用していない⾷食材などが現地で使⽤用されていて、
物流流確保が難しい物が多く、どれを使⽤用すると代替できるのか、などの相談は常にしています。またマ
レー語、中国語を英語へ翻訳する際には協⼒力力をお願いしています。

早朝6:30営業は⼤大変ではないでしょう
オーナーの⽥田畑が6:30から11:30までは必ず担当している状態です。当店は現在モーニングが基幹メニュー
か？（客側としては⼤大変嬉しいので
となっており、新メニュー開発もモーニングに焦点をあわせているので、オーナーが⼊入る必要があります。
すが）

モーニングで⼈人気のメニューは何で
しょうか？⾒見見た⽬目や味などの特徴を
教えてください。
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トースト、サーモンアボカド（５５０円）が⼀一番⼈人気です。ドリンク付きです。（コーヒー、紅茶茶、オレ
ンジ、グレープフルーツ、パイナップルジュースから選択）
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経緯 カイゼンへの道のり
2015年年  7⽉月１⽇日  カフェマラッカ  開業
7⽉月  
キーマカレー開始
パフェ開始
８⽉月
モーニング開始
アジアンビール取り扱い開始
パンの品質改善
９⽉月
エビカレー開始
フォーチュンクッキー配布開始
10⽉月
中国茶茶（⼯工芸茶茶、花茶茶）開始
すだちモヒート開始
⼩小梅ジュースバーフレッシュジュース開始
11⽉月  
ハイナンチキンライス開始
コーヒー⾖豆の品質改善
ケーキセット開始
紅茶茶種類を拡⼤大（１→５）
12⽉月
メロンソーダ開始
チキンフォー開始
パクチー使⽤用したモヒート開始
カヤジャム使⽤用したトースト（モーニング）開始
外観変更更（公園側）、内部（壁）変更更
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最終ページ / Final Page

ありがとうございます
Thank you.
中崎町  カフェ  マラッカ                                        Café Malacca
Nakazakicho Osaka

