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 アンテルーム 3周年 特別企画 
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アート＆カルチャーをキーワードに HOTEL ANTEROOM KYOTOが

発行する新感覚のホテル情報誌

2011年春のオープン以来、今年で 3周年を迎える

HOTEL ANTEROOM KYOTO。

第 3号は、これまでを振り返り、これからを紹介する号と

して、GALLERY9.5にて共同企画展を開催する現代美術家・

ヤノベケンジ氏と実践教育機関としての立体造形工房

「ウルトラファクトリー」、そしてアンテルームの裏側を

ご紹介します。
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伝統的なものから現代に至るまで様々なレイヤーが交差する京都のカルチャー。

このレイヤーの中に雲隠れしていた九条から「伝統ある京都のアートシーンに一石を投

じる」というコンセプトの下スタートした GALLERY9.5は、従来の美術館でもギャラ
リーでもないホテルを訪れる人がアートを身近に楽しめるオルタナティブスペースとし

て、日々拡張を続けています。

今回は、「京都」をベースに「アートを超えるアート」のムーブメントを起こしている京

都造形芸術大学の実践教育機関ウルトラファクトリーと、アンテルームを舞台に開催

する共同企画展「ULTRA× ANTEROOM exhibition」を主導する現代美術家のヤノ
ベケンジ氏に、彼らの本拠地でもあるウルトラファクトリーでお話をお聞きしました。

文・上田聖子

ANTEROOM
DIALOGUE vol.3

 Dialogue with:

Kenji Yanobe
 Text: Masako Ueda (HOTEL ANTEROOM KYOTO)
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「想像しうるものはすべて実現できる」

クリエイターの坩堝

̶̶ 　まず、ウルトラファクトリーが始まった経緯

から教えてください。

ヤノベ　京都造形芸術大学の中にウルトラファクト

リーが出来たのは 2008年になります。山の斜面に

建てられた大学なので、学生が使える制作スペース

も限られていました。その中で学科を問わず学生が

共有して利用することで表現のクオリティーや能力

を高めるという目的で作られた工房です。その場所

を、教育機関として運営するよう任されたのが僕で

した。

それ以前は、美術作家としてスタジオを持って、後

輩や芸術大学の学生に作品制作を手伝ってもらって

いましたが、2004年に金沢 21世紀美術館が開設さ

れた時は、子供のための未来の街をつくろうという

コンセプトの下、美術館の中に工房を作って、半年

間滞在制作をしました。アーティストが学生や地域

の方と一緒にプロジェクトを展開することで、その

中で関わった人達がアートに興味をもったり、アー

ティストを目指したり、デザイナーを目指したり、

あるいは企画をするようになったりする拡がりが実

際にありました。

大学時代、僕にとって刺激的な経験だったのは、先

輩や先生でもあるアーティストの手伝いをしながら

技術的なことを学んだり、あるいは芸術家の思考み
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たいなものを目の当たりにしたことでした。その経

験が自分をクリエイターに成長させるために効果的

でした。

2008年にウルトラファクトリーが出来て、どうい

う教育方針を取るか考えたとき、自分自身がアー

ティストの背中を見ることで成長できた経験から、

僕自身が現役の作家として制作活動を続けている間

は、自分の姿を学生に見せることが一番有効なん

じゃないかと考えました。そして、僕だけじゃなく、

他のクリエイターも工房に出入することにより、学

生に刺激を与え、僕らも刺激を受けることで、ある

種クリエイターの坩堝のような熱のある場所を創る

ことこそ、教育的意義があると感じました。

̶̶ 　ウルトラファクトリーを拠点に活動するクリ

エイターの中には、アンテルームのホテルプロジェ

クトにも関わるアーティストが沢山います。これは

注目すべき点だと思いました。

ヤノベ　当初は僕のプロジェクトだけでしたが、「想

像しうるものはすべて実現できる」という工房の熱

に惹かれて沢山のクリエイターが集まり出しまし

た。名和晃平くんも学生時代に僕の工房に来て刺激

を受けたり、原田祐馬くんも金沢 21世紀美術館の

工房で滞在制作をしていた時にデザイナーとしての

道を歩み始めたということも含めて、教育機関とし

ての機能以上に、ある意味で京都のクリエイターを

育成するきっかけになったと思います。

ロボットクリエイターの高橋智隆さんは、二足歩行

で乗ることもできるロボットを作りたいということ

で、電動機付バイクを改造して二足歩行のロボット

を 2年間かけて学生達と作ってくれました。さら

にビートたけしさんも偶然テレビの収録で大学に来

られて際に語られたことをきっかけにしたアイデ

アがウルトラファクトリーで具現化することになり

ました。このようにウルトラファクトリーは、もの

づくりをする人のエネルギーが充満する場所として

自然に人が集まってくるような空気を発するように

なってきています。それが学校の教育機関のみなら

ず、大学の、社会の、日本の、あるいは世界のエン

ジンとして世界を変えていくというエネルギーに繋

がる可能性を秘めた場所になるよう今取り組んでい

るところです。

̶̶ 　ウルトラファクトリーが進めているプロジェ

クト型の実践授業については？

ヤノベ　ウルトラファクトリーでは、アーティストだ

けでなく、デザインや編集のプロジェクトなど、多

様性のあるプロジェクトを毎年用意しています。ウ

ルトラプロジェクトは、どの学年の学生も自由に参

加できます。毎年春、200人ぐらいの学生の前で

プロジェクト説明会を開催して「私は今年このプロ

ジェクトをします」「こういう内容の作品を作りま

す」「このプロジェクトに関わりたい人は応募して

ください」というプレゼンテーションをします。

要するに、いかに魅力的なプレゼンテーションを出

来るかというのが要で、自分が関わりたいと思うよ

うな師匠のところに弟子が入っていくような形なん

です。学生は自分の興味があるプロジェクトを選び、

その中で自分の可能性を引き出すことが出来ます。

ウルトラプロジェクトでは、実際に美術館で展示す

る作品や市販される商品を作るので妥協は許されま

せん。そういう現場の中では、先生と学生という関

係以上に、アーティストとそれに関わる若者という

ポジションになるので、手を抜けない常に緊張感が

ある状況に追い込むところがあります。

ただ、一番重要なのは、美術館で展示するものはど

れぐらいのこだわりを持って妥協をせずに作らない

といけないか、一緒に制作する中でアーティストと

して生きていくために必要なレベルを体感できるこ

となんです。そういう現場に立ち会えることは幸福

なことです。ウルトラファクトリーというのはアー

ティストを育成することも目標ではあるけど、それ

以上に、広い意味での人間形成も出来る場所になっ

てほしいと思っています。

̶̶ 　学生とアーティストがお互いに触発される最

高の現場ですね。

ヤノベ　そうですね。学生とか先生とかの関係を超え

て、ものを生み出す一人の人間として、お互い刺激

し合って次のステージに上がっていくというのは何

よりも素晴らしいことだし、僕にとっても、他のアー

ティストとつくる現場を共有し合いながらお互いが

刺激し合ってエネルギーを発し合うというのは心地

良い。ある種スポーツみたいな爽快感のある現場に

近いと思います。学生もそのエネルギーに触発され、
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ものを作ることに取り憑かれる。現役の作家達の技

術を盗み取って、その思考プロセスを感じ、自分の

生き方や作品に反映出来るという意味では、ウルト

ラファクトリーは稀有な存在だと思います。

学生がステップアップできるシステムを

̶̶ 　学生自身が表現者としてアウトプット出来る

プロジェクトはありますか？

ヤノベ　大学の第一目的は次の未来を担っていく世代

を育てることなので、アーティストのエネルギー

を見せるという教育的効果を考えたウルトラプロ

ジェクトに更に踏み込んで、学生がステップアッ

プ出来るようなシステムを作るため、2010年から

ウルトラアワードというコンペティションを主催

しています。

このアワードを始めたきっかけは、僕が 1990年に

キリンビールが主催するキリンプラザ大阪コンテン

ポラリーアワードで最優秀作品賞をいただいた経験

が大きいんです。その時のサポート体制が素晴らし

く、僕自身が背中を大きく押されてアーティストと

して外の世界に出ていけたという経緯があって、自

分が受けた恩恵を次の世代にも繋げていきたいとい

う気持ちもありました。

ウルトラアワードは、審査員が東京都現代美術館

チーフ・キュレーターの長谷川祐子さん、批評家の

浅田彰さん、現代美術家の椿昇さん、彫刻家の名和

晃平くん、編集者の後藤繁雄さん、美術作家・演出

家のやなぎみわさんなど、豪華な審査員陣を迎えて

います。アワードの応募条件は、京都造形芸術大学

の在学生と卒業して 2年内の学生が対象です。一

次審査でコンセプトの選考、二次審査の面接を経て、

最終的に 4名から 5名が選ばれます。

選ばれた学生、作家には制作費をサポートし、ウル

トラファクトリーのディレクター陣がコーチング、

テクニカルスタッフが技術的なサポートをします。

そうやって、数ヶ月かけて作品を完成させます。作

品は学外のギャラリー「ARTZONE」に展示され、

その中から優秀作品を決定します。展示記録として

バイリンガルのカタログも作るので、世界に出てい

くためのツールになっているんです。実際、アワー

ド出身者で、海外の展覧会などでキャリアを重ねる

ことに成功している作家もいます。

̶̶ 　2012年に大学 1年生が大賞を受賞した時は

驚きました。

ヤノベ　そうですね。ある意味、ウルトラファクトリー

というリングの上に、学年もジャンルもキャリアも

問わず選ばれた者だけが上げられてそこで戦うよう

なものなので、チャンピオンになった者はその名誉

と同時にある種のプレッシャーも引き受けていかな

いといけない。このウルトラアワードが学生の持つ

潜在的なエネルギーを引き出す行為とすると、ある

種強力なカンフル剤を打つような作業をするわけで

す。自分を維持し、次にどう繋げていくかという意

味では、スリリングで刺激的な状況だと思います。

アートを街へ開くこと

̶̶ 　ウルトラファクトリーでは、美術館やギャラ

リーのようにアートを見せる場だけではなく、地域

や社会へ直接アプローチするようなプロジェクトも

多いですね。

ヤノベ　僕にとってプロジェクトは沢山の人と関わ

り、乗り越えていくということ。だから長期間沢山

の人が一丸となって一緒に走って行けるような高い

目標を示す必要があるんです。高校を卒業したばか

りの学生が刺激的に思うような「アートのための

アート」ではなく、多くの人に開かれた目標でない

といけない。

例えば、水都大阪では予算の状況をアートの力で

ひっくり返すような、火を噴く巨大なドラゴン船を

作ることでイメージを共有しました。あるいは震災

直後、多くの人が自分達に何が出来るんだろうか？

アートはこんな時に本当に役に立つんだろうか？と

か、芸術大学というアートを信じる人がやってくる

場所で、どう立ち振る舞うかということと、遠くの

方向を指さす必要がありました。

̶̶ 　ヤノベさんが震災直後にウルトラファクト

リーのブログにアップされた「立ち上がる人々」と

いう記事を読みましたが、「今でこそ芸術が必要だ」

と力強い言葉でした。

ヤノベケンジ　プロフィール

1965年大阪生まれ。大阪と京都を拠点に活動。幼少のときに体験した

大阪万博の跡地、すなわち「未来の廃墟」を創作活動の原点と位置づけ、

サブカルチャーによる造形美と物語性とを巧みに織り交ぜながら、ロ

ボットや生活必需品などの大型機械彫刻を制作。90年代は、ガイガー・

カウンターを装備した《アトムスーツ》を自ら着用し、原発事故後のチェ

ルノブイリを訪れるなど、世紀末的なサバイバル・プロジェクトで注

目を集めた。2010年発電所美術館での「ミュトス」展では、天井に吊

り下げた水瓶に 5tの水をしたため一気に放出するインスタレーション

《ミュトスー大洪水》を手がけ、予言的なまでに時代に鋭く斬り込む作

品で人々を震撼させた。そして東日本大震災後、希望のモニュメント

として、防護服のヘルメットを脱いだ 6mの子ども立像《サン・チャ

イルド》を発表し、太陽の塔の広場や第五福竜丸展示館、モスクワや

イスラエルなどの世界規模で巡回を続けている。

ヤノベ　そうですね。でも、そもそもアーティストと

しての僕の作品も核を取り扱っていたし、チェルノ

ブイリにも行っている。震災前にも発電所美術館（富

山）で《ミュトス－大洪水》というインスタレーショ

ンをしたり、都立第五福竜丸展示館で《ラッキード

ラゴン》という「第五福竜丸」から名前をもらった

インスタレーションをしていたので、「今アーティ

ストとしてどうするのか？」という眼差しで見られ

ていました。

ただ、震災直後は、美術作品としての機能や美術

史に何か残したいということではなく、アートを

信じて来た人間として何が出来るのか、何が示せ

るのかという思いで無我夢中で活動をしていただ

けなんです。結果的には困難な状況下においてポ

ジティブな気持ちを喚起させる巨大子ども像《サ

ン・チャイルド》という作品を 3体作って、福島、

モスクワ、イスラエル、大阪、東京などで展示し

ました。アートの表現は批評的であったり、シニ

カルであったりする方がかっこいいという風潮が

ありますよね。でもそういうものでは立ち向かえ

ないような状況が起こっているし、時間が経った

とはいえ、状況が良くなっているわけではないの

で、これから時間をかけて丁寧に向き合っていく

必要があると思っています。

アンテルームを「ホテルを超えるホテル」へ

̶̶ 　2月にはアンテルームを舞台に、ウルトラ

ファクトリーをベースに活動するアーティストと学

生の展覧会を開催しますが、その構想についてお聞

かせください。

ヤノベ　ホテルなので、宿泊する機能と関わっていき

たいですね。ホテルの空間をアート作品で飾るとい

うレベルに収まらず、参加するアーティストなりの

ドラステックなアプローチをして、2歩も 3歩も踏

み込んでホテルのコンセプトを超えたいと、欲が出

てきました（笑）。

今回の展覧会は、ウルトラファクトリーとアンテ

ルームの初めてのコラボレーションになるので、お

見合いというか、お手合わせを願う感じで、お互い

の間合いを計りながらアプローチしたい。ウルトラ

ファクトリーをベースに活動しているアーティスト

と、ウルトラファクトリーで育った学生や作家が全

くフラットな状態の中で見せるということが、一般

の人が行き交う場所でどのように見せられるのか？

ということで非常に刺激的だと思います。

今回の展覧会をきっかけに、出品する学生も、それ

に関わる学生も大きく意識が変わると思います。ア

ンテルームも真剣勝負で交えようとしていて、ウル

トラファクトリーのアーティストも学生も若い世代

も合わせて、真剣にホテルという舞台でどういうこ

とが出来るのか、次に繋がる大きなきっかけになる

んじゃないかと思っています。僕たちがアートのた

めのアートではなく、パブリックに開かれたアート

の可能性を広げる、無限の可能性を持つ展覧会にな

るんじゃないかと思っています。

̶̶ 　2015年には京都で「PARASOPHIA（パラソ

フィア）：京都国際現代芸術祭」も開催されますが、

ホテルを舞台に若いアーティストが飛躍する場所を

作っていきたいと思っています。

ヤノベ　そうですね。2015年は琳派 400年という節

目の年でもあるので、新しい美術のムーブメントが

美術館だけでなく、いわゆる街ぐるみで一つのシー

ンを作るという意味では、今回ホテルや他の世界と

繋がっていくというのはとても興味深いことに発展

すると思います。ウルトラファクトリーは、ある種

「工房を超える工房」「ファクトリーを超えるファク

トリー」です。つまり、「アートを超えるアート」

を外に発信している場所で、それがある種飛び火し

て、「ULTRA×ANTEROOM exhibition」という形で「ホ

テルを超えるホテル」みたいなところまで、どんど

ん可能性が広がれば面白くなりそうですね。
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ULTRA AWARD
Chronicle

ANTEROOM JOURNAL Issue 03

2010年のウルトラアワード設立以来、過去 4年間で選
出された 20名の若手アーティストを一堂にご紹介。京
都の今のエネルギーを感じていただけることでしょう。

1

3

2

4

2010 2011 2012 2013

特殊教育機関・ウルトラファクトリーが主催する「ULTRA AWARD」。京都造

形芸術大学の在学生と卒業後 2年以内の若手アーティストを対象に、次世代

を担う新たな才能の発掘、育成、世界で活躍できるウルトラアーティストの

輩出を目的としたコンペティションです。

1｜《Χρόνος/Καιρος（クロノス／カイロス）》｜諫山
元貴
Chronos / Kairos｜Genki Isayama

 ̶

5｜《近く 遠い すべてのこと》｜橋本優香子
Everything both close and distant｜Yukako Hashimoto

 ̶

6｜《Gate》｜寒川裕人
Gate｜Eugene Kangawa

  ̶

7｜《同時多発ラグプロジェクト ～呼吸編～ 

“my rhythm your tempo”》｜ときカケ ／藤本

亜希／中條 芙美
Synchronized Multiple Lag Project -the first series: 

breathing- “my rhythm your tempo” ｜ toki kake / 

Aki Fujimoto / Fumi Chujo

  ̶

8｜《veneer》(a spiral staircase) ｜小宮太郎
veneer (a spiral staircase) ｜Taro Komiya

2 ｜《r》｜神馬啓佑
r｜ Keisuke Jimba

 ̶

9 ｜《Wald》｜大島真悟
Forest ｜ Shingo Oshima

 ̶

10 ｜《text》｜王 瑩
text｜ Wang, Ting-Ying

 ̶

11｜《sky riders》｜土井祐介
sky riders ｜ Yusuke Doi

 ̶

12｜《スイート仏教ちゃん》 ｜高井裕
Sweet Buddhism-chan｜Yu Takai

3 ｜《Me》｜堀本達矢
Me｜ Tatsuya Horimoto

 ̶

13 ｜《アイドル♥マシーン》｜高井裕
Idol♥ Machine｜ Yu Takai

 ̶

14 ｜《23分間のドレス》｜塩見友梨奈
The dress only for 23 minutes｜ Yurina Shiomi

 ̶

15｜《The Sediment》｜李将旭 

The Sediment｜LEE Jangwook

 ̶

16｜《abstraction》 ｜鷲﨑公彦
abstraction｜Kimihiko Washizaki

4 ｜《饕餮の標本》｜黄海寧 

Specimen drawing of Taotie｜Hai-Ning Huang

 ̶

17 ｜《欲の鎧》｜小野なつ季
Armor of greed｜ Natsuki Ono

 ̶

18｜《MERCITRON》｜堀健
MERCITRON｜ Takeshi Hori

 ̶

19｜《在る》｜長沢優希
Presence｜ Yuki Nagasawa

 ̶

20｜《I have no id》 ｜大和美緒、富永省吾
I have no id｜Mio Yamato,  Shogo Tominaga
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第 2特集

HOTEL ANTEROOM KYOTOの
3周年を振り返る

ホテルとアパートメントを併設する HOTEL ANTEROOM KYOTOは、

アンテルームに住む人とここを訪れる人が行き交う待合室のような場所。

しかし、ホテルがどのようにしてつくられているかを知る人は

少ないかもしれません。

この空間には、リノベーションならではの建物の記憶と、

新しいエネルギーが溢れています。  
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上田｜今日は皆さんがホテルの中で担当している業

務、そしてどんなこだわりを持って働いているのか

お聞きしたいと思います。

まず、西村さんが担当している仕事について教えて

ください。

西村｜私はホテルの中でもフロント、宿泊予約、経

理の仕事を担当しています。

上田｜一日の流れは？

西村｜日勤の場合は、出勤後にまずお客さまからの

メールを確認して、チェックアウト、そして宿泊状

況や料金のコントロールをし、15時からチェック

インをします。

上田｜ホテル経験の長い西村さんがアンテのサービ

スで大切にしていることは？

西村｜一番大切にしているのは、お客さまの予約か

らお出迎え、お見送りまでの接客の中で「フレンド

リー &ポライト」を感じていただくことかな。デ

ザインホテルって宿泊する側も肩肘を張ってしまう

ようなところがあるけど、アンテのスタッフはそれ

ぞれに強い個性とかスキルがあると思うし、マニュ

アルに偏りすぎない親しみの持てるサービスをして

いきたい。そういう意味では、皆が一本の敷かれた

線路に乗るっていうよりは、目指しているゴールは

一緒で、そこに向かう方法が違う感じに近いかも。

上田｜私たちが同じ目標を共有してチームワークを保

てるのは、支配人のリーダーシップも大きいよね。凧揚

げみたいにゆるーく縛っていてくれてる感じで（笑）。

戸崎｜ゆるく繋がって自由に動けるけど、いつもピ

ンと糸が張ってる緊張感のある中で仕事が出来てい

る感じですね！

上田｜小野さんはもともとサービスの出身で、アン

テではメニュー決めから調理、サービスまでマルチ

に担当して、楽天の口コミ投稿でも京都で一位と嬉

しい評価もいただいているけど、いつもどういうこ

とを心掛けてる？

小野｜サービスはもう一人のスタッフのフォローに

入って、いつも全体を見渡すよう心がけてるかな。

アンテの朝食は、サンドイッチをお客さまの目の前

でお作りして、半分はセルフサービスだから、お客

さまとカウンター越しに会話も出来て、お客さまも

それを楽しんでくれると嬉しい。そういうちょうど

いい距離感を目指してる。

上田｜サンドイッチやスープ、スムージーは日替わり

で変わるけど、メニュー決めはどうやってるの？

小野｜旅行中にどうしても栄養が偏ってしまうこ

とが多いので、基本的には季節の野菜を使ったメ

ニューを心掛けてる。それから、リピーターのお

客さまが退屈しないようにサンドイッチやスープ、

ヨーグルトのトッピングで味に変化をつけるように

してる。あとは、海外の料理番組とかファッショ

ン誌の料理記事を見てて、自分が「これが食べた

い！」って思うようなセンスとか見せ方はすごく参

考になるので、今のトレンドと京都のテイストを

ミックスするようにしてるかな。

上田｜アンテの SNSでも朝食の季節のメニューを

ピックアップしてるけど、今後ホームページと連動

させたり、レシピ本とか作ってみたいね。

戸崎さんも、今年の 3月にバーがオープンして 1年

になるけど、どういう経緯から始まったの？

戸崎｜もともとは、秋の行楽シーズンにお客さまへ

のサービスとして「ハイボールフェア」を企画した

のが始まりで。サントリーさんの山崎と白州を使っ

た日本のウイスキーのハイボールを期間限定で提供

してたんですが、「常設にしてほしい！」っていう

声をお客さまから沢山いただいて、実現することに

なりました（笑）。まだ 1 周年に何をするか企画中

だけど、今はスコッチウイスキーのラインナップも

増えてきているので、ウイスキーを気軽に楽しめる

皆さんは「デザインホテル」というとどのようなイメージをお持ちですか？お洒落なイン

テリアに、クールなスタッフ・・といった想像をされる方も多いかもしれません。今回は

開業当初からホテルを作り上げてきたアンテメンバーに、それぞれの部署のこと、ホテル

やお客さまに対する想いなど、座談会形式で話してもらいました。
聞き手：上田 聖子

ANTEROOMスタッフ鼎談！

こうしてできている、アンテルームの裏側
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企画とかやってみたいですね！

上田｜バーにはどういう人が来られるの？

戸崎｜宿泊されてるビジネスマンとか、旅行中の

カップルとかいろいろだけど、最近は海外の方とか

外来のゲストも増えてきたし、これからは女性が一

人でも安心して来ていただけるような雰囲気づくり

やメニューを増やしていきたいと思ってます。

上田｜アンテルームは、ここに住む人と世界中から

訪れる人が出合う「待合室」っていう意味があるけ

ど、バーが人と人が出合う交流の場所になってきた

実感があるよね。

西村｜そう。バーがなかったらきっと出合わなかっ

たような人たちの交流が自然に生まれてる。アパー

トの駐輪場からホテルを通り抜ける間にカウンター

越しにご挨拶みたいな光景も見受けられるし（笑）。

上田｜アパートの住人の方からは、ホテルのスタッ

フに「おかえりなさい」って言われるのが嬉しいっ

ていう声はよく聞くよね。

西村｜そうそう。遅くなればなるほどアパートの玄関

じゃなくて、ホテルの玄関から帰ってきたくなる（笑）。

上田｜これから新しいホテルがどんどん出来ても、

お客さまが帰ってきたくなる友人のお家のような居

心地の良さや、鮮度を感じていただけるようなアン

テルームにパワーアップしていきたいですね。

西村｜アンテはホテルの経験者は少ないけど、「親

近感が持てる」とか、「フレンドリーさがいい」っ

ていうお客さまの声を聞くと、「フレンドリー＆ポ

ライト」が実践できているのかなって嬉しいし。

小野｜最近は、「若い人が作り上げてるホテルで好

感が持てます」っていう口コミも頂くし、これから

もチームアップで頑張りたいね。

戸崎｜個性的なスタッフだからこその化学反応を起

こしていきたいですね！

小野｜でも、アンテルームに必ずあるアートの影響

は大きいよね～。

上田｜ありがとうございます。今があるのも、名和

さんとか、ホテルの立ち上げから関わってくれてい

る協力者の方々のお陰でもあるので、とても感謝し

てる。まだまだやるべきことは沢山あるけど、ギャ

ラリーから派生して、レストランやラウンジを巻き

込んで展示空間にしたり、アートを身近に感じられ

る環境をつくれている実感もあるし、アートやデザ

インに馴染みのない方も興味を持てるようなホテル

に作り上げていきたいですね！

小野｜リピーターのお客さまから「毎回変わる展

示も楽しみです！」っていう口コミもあるけど、

GALLERY9.5はオープンから今まで全部で何回展覧

会をやってきたの？

上田｜児玉さんの展覧会で 23本目だね～。

小野｜それで、とうとうヤノベケンジさんと一緒に

展示をするまで行き着いたわけだからね。振り返る

と凄い歴史があるね！

上田｜そうだね。この 3年間は濃い経験をさせて

もらってきたし、難しいことにチャレンジする中で

自分の限界を感じることもあったけど、前向きなス

タッフに囲まれて働ける環境だったからこそ今まで

乗り越えてこれたと思う。

小野｜一人一人がそういう責任感を持って働ける環

境って本当に貴重だね。

西村｜ホテルを運営していく中で難しいと感じるこ

ともあるけど、若いスタッフも目標を持っていろい

ろトライして、自分の力にしていってほしい。

戸崎｜私も皆がそれぞれの仕事に打ち込んでる姿

を見て、ホテルの仕事も好きになったし、枠にと

らわれない動き方も出来たから、これからは他の

若いスタッフがトライできる環境をつくっていき

たいですね！

編集部からの Q 
教えて支配人！　

Q:おすすめのホテルの

過ごし方は？

A:ラウンジでのんびり旅

を振り返り、次の行き先

の予定を考えてみて下さ

い。アートやデザインに

囲まれながら京都にいる

自分を楽しんで下さい。

Q:いつかやってみたい

事は？

A:ホテルの建物全体を

使って、アートや音楽、

デザインなど「京都文化」

を楽しめるような「アー

ト＆カルチャー week」

を開催してみたいです。

Q: アンテルームの最終

ゴールは何ですか？

A:ホテルに泊まった人、

アパートに住んだ人、ギャ

ラリーを見に来た人、ア

ンテルームに関わった全

てのお客さまに気づきを

与える場所になること。

そして、非日常の場所で

あるホテルを、お客さま

に寄り添うような存在に

作り上げることです。

西村知紗（にしむらちさ）：

フロントチーフ。宿泊予約、フロント、

経理を担当。正確に迅速に処理しなが

らも、ホスピタリティ・マインドに溢

れるフロントの守り神的な存在。

上田聖子（うえだまさこ）：

GALLERY9.5キュレーター。イベント

の企画や広報、ホテルの現場でもマル

チに動く。アンテルームジャーナル編

集長。

小野美晴（おのみはる）：

朝食レストラン担当。「神朝食」を目指

し、メニューの開発からリクエスト対

応など細部に至るまで、日々パワーアッ

プ中。アンテの胃袋を握る存在。

戸﨑絇子（とさきじゅんこ）：
サービス部門担当。バーの立ち上げか

ら運営、フロント、朝食と部署を超え

たアンテ全体のサービス向上を目指す。

アンテの専属モデル的な存在。
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6月 12日｜from Hotel

Certificate of Excellence 2013受賞！

トリップアドバイザーの 2013年評判施設に選

ばれました。日頃の皆様のご愛顧のおかげで

す！ありがとうございます！

6月 15日｜from Hotel

「Live Trip - ユメノイチヤ」第 2弾

全館貸し切り宿泊型音楽イベント第 2弾を開

催！沢山のお客様がお越し下さり、最高の一夜

となりました。

7月 9日｜from Hotel

海を越えて…

台湾のお客様より、はるばる海を越えて真っ

赤に熟したマンゴーが届きました！

7月 13日｜from BAR

祇園祭スペシャルメニュー

ウイスキーをもっと気軽に♪バニラアイスにウ

イスキーのジュレをかけたひんやり冷たい大人

のアイスクリームです。

4月 28日｜from MEALS

ローストビーフピタ

本日 4月 28日、アンテルームは 2回目の誕

生日を迎えました♪

ANTEROOM MEALS BREAKFASTでは、手作

りのローストビーフピタサンドにロゴクッキー

で朝からお祝いしました！！

5月 7日｜from Gallery

Playback!

映画『Playback』公開記念 EVENT 《IN-TER 

PLAY in Kyoto》を開催。この映画の主演俳

優の村上淳さんの DJ風景はとっても貴重。

5月 25日｜from Gallery

「TSCA Rough Consensus」展

客室アートの展示作家によるグループ展を開

催。ホテルの空間もがらりと変わります。

6月 3日｜from MEALS

季節のジャム

今が旬！この時期限定の青梅ジャム、はじめま

した！体内機能をスムースにする効果のある梅

は、朝のスタートにぴったり！お好みでヨーグ

ルトのトッピングに！

1月 15日｜from Hotel

アンテベロタクシー登場

アンテ流カスタマイズ VELOTAXI★

1月 19日｜from Gallery

「もじゅうりょく」

ギャラリーで開催中の＜もじゅうりょくツアー＞

展も残りあと数日。本日は大原大次郎さんと

ワークショップをしました！

3月 10日｜from BAR

BARオープン！

待望の ANTEROOM BARオープン！

3月 16日｜from MEALS

いきなり質問です。

Q. さて、この野菜は何でしょう？

A. ビーツ！まっ赤な発色の良いこの野菜。全

身の血行を良くする優れモノでミールズではス

ム―ジーの定番！

3月 28日｜from Gallery

Sky Fishing

ギャラリーで開催中の「Cumin Project」展。

ニシジマアツシさんの作品、空釣りって想像

が膨らみますね。

3月 31日｜from MEALS

ANTEバーガー

ハンバーガー？いえいえ、こんがり焼き上がっ

たアンテミールズの和スイーツです♪

4月 26日｜from MEALS

ロゴクッキー

ちょっとお披露目！2周年記念特別メニュー

@ANTEROOM MEALS BREAKFAST

4月 28日｜from Hotel

アンテルーム 2周年！

アンテルーム 2周年記念オリジナルのチロル

チョコをお客さまへプレゼントしました♪
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2013年を振り返る スタッフ日記 24時間、年中無休のホテル。「常に変化する京都のアート＆カ
ルチャーの今」に触れられるアンテルームでは、複合施設なら
ではの日常を垣間みることが出来ます。

9月 10日｜from Gallery

「トゥエンティー・センチュリー・ボーイ」展

上海在住の Nam HyoJunさんを招いてのレセ

プション。作家を身近に感じれるひとときです。

9月 28日｜from Gallery

大阪、池田に AAOが誕生！

アンテルームの姉妹ブランド「アンテルームア

パートメント大阪」が誕生。アートと暮らせる

シェアハウスへ潜入して参りました！

10月 5日｜from BAR

APPLE TEA　カクテル

りんごを使った今月の季節のカクテルが登場！

10月 18日｜from MEALS

フォアグラピタ（ロッシーニ風）

奇跡のコラボ！ピタサンド×偉大なる音楽家

ロッシーニ♪日頃のご愛顧に感謝し、スペシャ

ルメニューとして「フォアグラと牛フィレ肉の

ロッシーニ風ピタサンド」をご用意しました！

11月 23日｜from Gallery

AT PAPER.EXHIBITION “09”

イベントの開会宣言と共に、伝書鳩を空へ解

き放つ hyslomのパフォーマンス。

12月 2日｜from MEALS

メテオロール

ギャラリーのレセプションは「meteor」展か

らインスパイアされ作りました！シナモンロー

ル改め、メテオロール♪

12月 6日｜from BAR

ホットワインと自家製ケーキ

12月のカクテル

寒い夜、ホットワインで身体を温めて。

自家製ケーキといっしょにどうぞ。

12月 26日｜from Hotel

ゴールドサークルアワードを受賞！

海外ネットエージェント「Agoda」より、

Agoda2013年度のアワードを受賞！姉妹ホテ

ルのカンラに続いての受賞です。

10月 22日｜from BAR

New Styleクラフト Beer！

ワイングラスで時間をかけて味の変化を楽し

む KAGUAビール！新しい飲み方、注目商品を

Pick Up！

11月 3日｜from BAR

EAT ME!!

レセプションに登場！人文字ならぬ食べ物で

創作文字「EAT ME!!」

11月 15日｜from BAR

フォアグラのテリーヌ

BARのオープンのきっかけとなった

ハイボールフェア vol.3！

フォアグラのテリーヌが今年の目玉！

11月 16日｜from Gallery

ACTUS×こども家具

ACTUS主催 _ 人気デザイナーの石田和人さん

と考える、こども家具の選び方講座を開催し

ました。子供達も夢中です。

7月 15日｜from Hotel

祇園祭 SPECIAL WEEK

祇園祭ウィークには、スタッフ手作りの手ぬ

ぐいアクセサリーをスタッフ全員で身に付けお

祭り気分です♪

7月 16日｜from Hotel

「1000いいね！」達成！

皆様のおかげで、公式 Facebook が「1000

いいね！」達成！これからも皆様にホットな情

報をお伝えしていきたいと思っております！

8月 9日｜from MEALS

カステラ

いつもの朝 食にプラスα - ANTEROOM 

MEALSでは、たまごをふんだんに使った手作

りカステラがもうすぐお目見え予定です♪　 

8月 16日｜from Gallery

絶賛制作中！

GALLERY9.5では、今週末、作家の髙田幸平

さんによる滞在制作中。ものすごいスピードで

作品が出来上がっていきます。



九条と十条の間にあるこ

とから名づけられたGAL-

LERY9.5。京都を拠点に活動

するクリエイターを紹介する

企画展示をはじめ、彫刻家・

名和晃平氏がディレクション

を務める「SANDWICH」との

共同プロジェクトも進行中。

また、不定期で開催されるイ

ベントを通じ、アート、デザ

イン、音楽、演劇など、京都

のカルチャーの今を感じられ

る場所です。

 ̶

営業時間 12:00-19:00

気軽に立ち寄れるカフェの

ように居心地の良いANTE-

ROOM MEALS。スタイリッ

シュで開放感のある空間で、

日替わりのピタサンドイッチ

をはじめ、坂ノ途中から届く

旬の食材をふんだんに使った

フレッシュでボリューム満点

の朝食で 1日のスタートを。

季節限定のジャムなど、そ

の時期にしか味わえないメ

ニューもご用意しております。

 ̶

朝食メニュー：￥1,000-（人） 

営業時間：7:00-10:00（日曜

日は 11:00まで）
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HOTEL ANTEROOM KYOTO GALLERY9.5 ANTEROOM MEALS ANTEROOM BAR

〒 601-8044

京都府京都市南区東九条明田町 7番

TEL: 075-681-5656　FAX: 075-681-5655

̶

チェックイン／ 15:00　チェックアウト／ 10:00

シングル 1泊 6,000円～、テラスツイン 2名 1室

1泊 15,000円～（シーズンにより変動）

全館禁煙　駐車場無し

̶
Email: info@hotel-anteroom.com

HP: www.hotel-anteroom.com

Facebook: www.facebook.com/anteroom

Twitter: @AnteroomKyoto

その日の気分や体調に合わせてオリジナルで楽しめる、体に嬉し

いスムージー。材料をジューサーミキサーで滑らかになるまで回

して、簡単お手軽にオリジナルスムージーをつくりましょう。

ポイント：材料、分量はアレンジし放題！

スムージー（2杯分）

・わさび菜（主役となる葉物野菜）35g

・しょうが（アクセント的存在）5g

・パイナップル　100g

・キウイ 1/2個

・レモン汁 小さじ 1杯

・はちみつ　小さじ 1杯　

・オレンジジュース 100cc 

・アップルジュース 100cc 

体調で選ぶならこれ！

・パセリ→疲労気味、貧血気味の時　・水菜→二日酔い、風邪の予防

・春菊→むくみ、神経系を正常に保つ　・小松菜→肌のトラブルがある時

・ビーツ→全身の血行を良くし、新陳代謝を良くする働き

・しょうが→体を温める　・大葉→さっぱりとした香り、整腸作用

おすすめのレシピ

スムージー

開放感のある心地よい空間

で、アートとお酒が楽しめる

ANTEROOM BAR。

旅の余韻を味わいながら、特

別なひとときをお過ごし下さ

い。30種類以上のウイスキー

に加え、季節のオススメ商品

や、京都のおせんべい屋さん

のえびせんべい等、簡単なお

つまみもご用意しております。

 ̶

ウイスキー ￥500～ 

ビール ￥500– 

KAGUAビール ￥1,000–

おつまみ各種 ￥300～ 

営業時間：21:00-25:00（L/O） 

定休日：月・木


