


特集：ホテル
2020年の東京オリンピックに向け今や空前の

ホテルラッシュ時代。世界的な観光都市「京都」の宿泊施設は、

シティホテル、ビジネスホテル、ドミトリー、ホステルと

多様化し、ホテル滞在の在り方も変化しています。

アンテルームも建物全体を一つの大きなお家と捉えていて、

館内にはホテルとアパート、ギャラリー、レストラン、バーが

ある、面白いタイプのホテル。今号では、ズバリ、そんな

「ホテル」を特集します。

張りのあるシーツ、ふかふかのタオル、

スタッフのきめ細やかなサービス…

　旅行や出張で利用するときにも、

日常より少し「上質なもの」を求め

たい場所、ホテル。今ではたくさん

の方が、ランチや結婚式、待ち合わ

せに利用しますが、映画やドラマの

題材として使われたり、私たちの心

をぐっと掴んで離さないホテル。そ

もそもどのようにして始まったので

しょうか。

　日本にホテルが誕生したのは、

明治時代。黒船来航により海外と

の貿易がさかんになり、東京・築

地に外国人をもてなすための宿泊

施設がもうけられたことが、始ま

りといわれています。ホテルの語

源は諸説ありますが、ラテン語の

A crisp sheet, a clean gentle towel, 
get excellent service…
　Whether you are on holiday or 
business trip, hotel is a place where 
you look for something better than 
everydays. Nowadays, many people 
use hotel as a place for having a 
lunch, weddings and meeting place. 
Moreover, it has been capturing our 
hearts in films and TV dramas.
I wonder how it begun.
　 It is said that the first hotel 
in Japan was established in 
Tsukiji, Tokyo in the Meiji era.
Due to flourishing trade after 
Perry Expedition, it promoted 
new opportunities to provide 
accommodations for foreigners. 
There are various theories as to 

「ホスピタリア」、無償の接待部屋

という意味で使われていたようで

す。そんなホテルも、時代の変化

とともに、非日常を求める旅行者、

出張者、そしてライフスタイルを

重視するデザイン志向者向け、ま

た、若いバックパッカーへ向けた

施設へと、変容をとげてきました。

　2011年に誕生したアンテルーム

も、学生寮をリノベーションした

「京都に集まるアート&カルチャー」

を発信するホテル &アパートメン

トです。建物の記憶を感じさせるデ

ザイン、日々更新されている京都の

今を感じさせてくれるアート。居心

地の良さと同時に、新しい出合いや

発見がある、ゲストにとってそんな

ホテルを目指しています。

p.m. 3:00
出勤、チェックインスタート
日勤から引き継ぎを受け、お客様の

到着、滞在中の情報を共有します。

問い合わせや宿泊希望などのメール

チェックも。

Check in starts!
With taking over from day-shift staff, 
we share the guest’s arrival time 
and information during the stay. In 
addition, checking emails for inquiries 
and reservation requests. 

右傾化しない視点で日本の素晴らしさを再考

し、伝統的な文化にも親しみたい。古都、京都

のアンテルームには期待しています！

̶̶̶椿玲子［森美術館アソシエイト・キュレーター］

I want to reconsider the beauty of Japan without drifting 
to the right and be familiar to the traditional culture. I 
count on ANTEROOM and how that challenge in this 
ancient city! 
̶̶̶Reiko Tsubaki [Associate Curator of Mori Art Museum]

常に新しいことに挑戦し続けるアンテルーム京

都。京都の文化経済圏を拡げ、「街に暮らす人」

と「旅人」を結ぶ、場とホテルクルーに期待！

̶̶̶原田祐馬［UMA/design farm代表・デザイナー］

ANTEROOM has always continued to challenge new 
things. I’m expecting for them and hotel crew to expand 
the Kyoto cultural economies by connecting with the 
travelers and residents. 
̶̶̶Yuma Harada [director of UMA/design farm, designer]

ホ ホッとする

テ テラス

ル 瑠璃色空を見ると

アン 安堵感に包まれ

テ 丁寧な展示が　　　

ルー ルーキーを生み

ム 夢中にさせてくれる　そんな

京都 京都 NEOがここにはあります

̶̶̶おかけんた［漫才師、アートコレクター］

HOTEL ANTEROOM KYOTO 
At the cosy terrace, I look up on the lazuline sky and feel 
a sense of relief. Has exhibited artworks in a respectful 
manner, it makes us excited and support young rookies. 
This is neo-Kyoto.
̶̶̶Kenta Oka [comedian, art collector]

すでにホテルという枠組みを超え京都有数の尖

鋭カルチャースポットになっていますね。ます

ます過激にさらなるチャレンジを！

̶̶̶ヤノベケンジ［現代美術作家］

I feel ANTEROOM has already exceeded the frame of 
hotel and became one of the must-see culture spot in 
Kyoto. Stay hungry and be more radical challenge! 
̶̶̶Kenji Yanobe [artist]

ホテルも花も心を和ませたり幸せにしたり。

アンテルームさんにはそこに魅力的な刺激がプ

ラス。私もそんな花屋でありたいです。

̶̶̶濱中依子［studio2065］

Hotel and flowers are alike that they could soften 
hearts and make people happy. ANTEROOM has plus 
excitements. This is the thing I want to be as a florist.
̶̶̶Yoriko Hamanaka [studio2065]

二年間住む場所として、出会いの場として、そ

してイベント会場として素敵な時間を過ごしま

した。他の場所では経験できない体験ができる

アンテルーム京都。これからもその独特な存在

感を期待しています！

̶̶̶サノワタル［いろいろデザイン代表］

I spent wonderful two years here as a place to stay, meet 
people and organise events. ANTEROOM is the place 
where one could experience something other couldn’t 
offer. Stay hold its unique presence! 
̶̶̶Wataru Sano [director of iroiro design]

京都のお土産をセレクトした展示がしたい。

お土産買うときに困ってしまうので期間限定の

スーベニアショップを実現したいです。

̶̶̶松倉早星［ovaqe］

I want to organise an exhibition with a selections of 
kyoto’s souvenirs. Because I personally have difficulties 
in finding the right one for my friends. This is the idea for 
temporary souvenirs shop. 
̶̶̶Subaru Matsukura [ovaqe]

アーティストとの有意義な交流に立ち会って新

な気持ちになれる、訪れた誰もが大切に思える

アンテルーム。おめでとうございます。

̶̶̶染谷卓郎［ギャラリスト、Takuro Someya Con-

temporary Art］

Anyone who could ever visit ANTEROOM may feel fresh 
through encountering with artists. Congratulations!
̶̶̶Takuro Someya [Takuro Someya Contemporary Art, 

gallerist]

2015年、東京をベースにしつつも、グローバ

ルに活躍の幅を広げる。それが僕の変わらない

目標です。また、アンテルームも京都にありな

がら、インターナショナルでクリエイティブな

雰囲気を持ち、共感を覚えます。今後の広がり

をこれからも楽しみにしています。

̶̶̶川上シュン（artless）［アーティスト／アートディ

レクター］

My aim for 2015 is to continue to have a base in Tokyo 
but to expand working field to worldwide. My attitude 
will never change. I feel great sympathy for Kyoto-based 
ANTEROOM with their attitude of having international 
and creative atmosphere. I look forward to their next 
journey! 
̶̶̶Shun Kawakami [art director of artless, artist]

エントランスにギャラリーがあり、いつでも好

きな時に作品と向き合える時間のある場所アン

テルーム。これからも日常から非日常への次の

間として、京都に来た方々に多くの刺激と発見

を与えるような場所になっていって欲しいと思

います。

̶̶̶名和晃平［彫刻家、SANDWICHディレクター］

Having a gallery at the entrance, it allows us to face 
artwork anytime we want. I want ANTEROOM to become 
a place to stimulate and find a new scope for people who 
visit Kyoto between ordinary and extraordinary. 
̶̶̶Kohei Nawa [sculptor, director of SANDWICH]

p.m. 3:00
翌日の予約準備。お客様からのリク

エストに漏れがないか確認し、お部

屋割りを決めます。3日後の宿泊予

約もここでチェック。
We prepare reservations for next day. 
While confirming, we assign rooms 
by guests requests. At the same time, 
reservations could be checked three 
days prior to its arrival.

p.m. 8:00
ANTEROOM BAR オープン
ラウンジ内にあるバーは、ホテルを

利用しなくても気軽に立ち寄れる場

所。お酒を片手に話が盛り上がり、

フロントまで笑い声が聞こえてくる

ことも…！

ANTEROOM BAR opens
The bar in the lounge is opened for 
anybody to enjoy drinks in a laid-
back atmosphere. In hand a drink, 
sometimes we hear their laughter to 
the reception. 

a.m. 12:00
館内の見回り
お客様の安全第一！小さな変化がな

いか、静かな館内を見回ります。

Patrol of the hotel
Safety first for guests! We patrol the 
whole building to see if there are any 
small changes. 

a.m. 1:00
仮眠
2時間の仮眠休憩に入ります。アイ

マスク、顔パック、着圧ソックス…

それぞれこだわりのアイテムを持参

します。

Take a nap
We take 2 hours nap with our own 
preferred items (eye mask, face pack, 
compression socks, etc)

a.m. 6:00
館内の清掃
館内の清掃、備品の補充をします。

お客様が気持ちよく朝を迎えられる

よう、掃き掃除、外の水まきなども

抜かりなく…　

Clean up the hotel
We clean the hotel such as cleaning 
up the lobby, replacing items and 
sprinkling water around the entrance 
area (Uchimizu) for guests to greet 
every morning fresh. 

a.m. 9:00
退勤
Finish work 

a.m. 7:00
ANTEROOM MEALSオープン
心地よい音楽と、レストランから漂

ういい香りで、ホテルの一日が始ま

ります。お客様の笑顔と「ありがと

う」の言葉にいつも元気をいただき

ます。

ANTEROOM MEALS opens
With comfortable music and delicious 
smell of Breakfast from the restaurant, 
ANTEROOM’s day starts. We always 
get energy from our guest’s smile and 
kind words.

a.m. 3:30
引き継ぎ準備 
フロント、朝食スタッフ、清掃ス

タッフ、当日のイベント、修繕のス

ケジュールを引き継ぎます。ホテル

は共有が全て。抜けがないか入念に

確認します。

Take over preparation
To share information is very important 
for the hotel, so we write on the note 
by confirming carefully not to miss 
anything. 

the word 'hotel'.  It is considered 
the word origin is derived from 
the Latin 'hospitalia'. It was used 
in the context as a complimentary 
room for entertaining guests.  By 
responding the changing times, 
hotel is and has been transformed 
from city hotel that offers you 
extraordinary to business persons, 
design conscious people to hostel 
for young backpackers, 
　Has established in 2011, HOTEL 
ANTEROOM KYOTO is a renovated 
hotel & apartment expressing ever-
changing contemporary art & culture 
of Kyoto. We aim to make this hotel 
as a place to feel cozy like being at 
home and to find a new scope in 
everday through our design and art.  
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ホテルを超えるホテル
ULTRA HOTEL

̶̶̶

̶̶̶

アンテルームの一日　夜勤シフトの場合
ORDINALY

̶̶̶

アンテルームのトリビア
TRIVIA

̶̶̶

エッセンス
ESSENSE

̶̶̶

クリエーターからのメッセージ
LETTERS

H
O

TEL A
N

TERO
O

M
 K

YO
TO

hotel-anteroom
.com

feature: H
O

TEL
issue 4

Feature: HOTEL
Towards Tokyo Olympics in 2020, we have entered an 

unprecedented era of hotel rush. Here in Kyoto, regarded as one
of the most popular city in the world, the types of accommodations 

and the style of stay have become diversified such as
city hotel, business hotel, dormitory, hostel, etc.

We, ANTEROOM is also a unique accommodation which
contains hotel guests rooms and apartment residence by

consisting of the gallery, the restaurant and the bar. This is because
we think the entire building as a house, so it could be said a

new type of hotel. In this issue, we feature such ‘hotel’.

美術作家・ヤノベケンジさんと「ULTRA×ANTE-

ROOM exhibition 2015」の打ち合わせ。昨年に

続き、2年目となる今回は、更なるチャレンジをし

ます！
Having a meeting for upcoming exhibition “ULTRA × 
ANTEROOM exhibition 2015” with Kenji Yanobe who is
an artist and the director of ULTRA FACTORY. Following 
the last year, our further challenge has begun for the 
second time. We aim to do further challenge!

健康を支える朝食  Breakfast supports our health 

「一日 30品目！」を目標にしていても、日々の中で

実践するのは難しいもの…アンテルームミールズの

ある一日のメニューには、なんとこんなにもたくさ

ん含まれていました！
To get 30 ingredients a day is ideal but hard to carry out.
However, one day ANTEROOM MEALS Breakfast contained 
this much ingredients.

夜のギャラリー  Midnight gallery

誰もいない館内で一人静かに作品と向き合う…エン

トランスにあるギャラリーならではの楽しみ方です！
To spend the quiet moment while facing to the artwork 
calmly in midnight is to enjoy the gallery in ANTEROOM.

カメラ講座  Photography workshop 

視覚に訴えかける商品の見せ方や工夫など、定期

的にプロカメラマンによる講習会を開催。そして講

習の成果は、即実践。次回は屋外演習も…　
To brush up skills for visual senses, we organise a 
photography workshop regularly with a professional 
photographer. Also we are planning an outdoor lesson next 
time...

大量のリネン  The big hotel bedding

年間を通し稼働 9割を超えるアンテルーム。61室
ある客室のリネンは毎日丁寧に洗濯や補充を行い
ます。
Throughout the year, our average occupancy rate is more 
than 90%. We have 61 guest rooms and we supply our 
bedding nice and clean with good care.

AGM LIVEの定期開催  Regular AGM LIVE  

一ヶ月に一度開催する「Ante Ground Music 

Live」は、バーでお酒を片手に、生の音楽が気

軽に楽しめる、無料ライブ。写真は yanekaの

YUICHIROさんです。
We organise a monthly music event ‘Ante Ground Music 
Live’. Anyone can enjoy a free live while drinking at the bar. 
Live act appeared on the picture is YUICHIRO from yaneka. 

チームアップ  Team UP

いろいろなバックグラウンドをもつ個性派揃いのア

ンテメンバーですが、不思議と仲が良いのは、飲み

ニケーションのおかげかも（少し古いですが）…お客様

におススメしたいお店のチェックも欠かしません！
Indeed our members have a variety of background. Each 
of us is very unique, but we get along very well. Probably 
it is because of  “Nomminication (communicating with co-
workers while drinking)”. It is very useful for us to　check 
up new restaurants and recommend to our guests.

ウルトラ展、参加作家の一人、明和電機さんの社訓。

「やったもんがち とったもんがち」

毎朝、この言葉が背中を押してくれることでしょう。
Company Philosophy of Maywa Denki who is one of the 
exhibit for “ULTRA×ANTEROOM exhibition”. “First comes 
first served. First takes first wins!” These words would give 
us a supportive push.

展覧会の打合せ
Exhibition meeting

やったもんがち、とったもんがち
First comes first served. First takes first wins.

いつ行っても、動きのある現場、ウルトラファクト

リー。この日も学生とスタッフが展覧会の向け、大

型彫刻の制作中。現場にはいつも緊張感があります。
Factory is always active and a fun place to visit. They were 
preparing for a large scale sculpture.

作品と泊まる体験だけでなく、身につけられる ?　

ファンにはたまらない展示内容になること、間違い

ありません。
Not only stay with artwork but enable to wear it? It will be 
enjoyable for fans to stay with artworks. 

作品が生み出される場所、ファクトリー
Factory for making art 

明和電機さんによる客室イメージ
This is an image of the concept room by Maywa Denki

今回は新たな試みとして、ヤノベケンジさん、明和

電機さんがコンセプトルームを担当。これも、アー

トとホテルが一体となったアンテルームならでは。

どんな夢が見れることでしょう。（夢の感想、お待

ちしております！）
As a new challenge, we are planning for making concept 
rooms working collaboratively with Kenji Yanobe and 
Maywa Denki.This is uniquely ANTEROOM where hotel 
meets art. I wonder how they could change your dreams. 

4周年を迎える今年は、ホテルを超えるホテルを

目指し、より街や人とつながる場に。「ULTRA ×

ANTEROOM exhibition 2015」、3月 7日のオー

プンが迫っています！
We aim to make this hotel as a place to mingle city and 
people. We mark the 4th anniversary of our hotel opening 
this Spring. “ULTRA x ANTEROOM exhibition 2015” will be 
started from 7th March. 

ULTRA宿泊プラン
ULTRA reservation plan

ウルトラアンテルーム
ULTRA ANTEROOM

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

A definitive hotel magazine published by
HOTEL ANTEROOM KYOTO for guests to

feel contemporary art & culture of Kyoto 
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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

HOTEL ANTEROOM KYOTO GALLERY9.5 ANTEROOM MEALS ANTEROOM BAR

URL: hotel-edit.com
Facebook: www.facebook.com/edityokohama　Instagram: #edityokohama　Twitter: @EditYokohama

UDSが企画、設計、運営を手がける
ライフスタイルを編集するデザインホテル。
2015年 4月1日グランドオープン。
Find your lifestyle with newly opened design hotel in Yoko-
hama produced by UDS. The grand opening, 1st April, 2015. 

2015年 4月にオープン

4周年を迎えるホテル

アンテルーム京都。

4年間の軌跡をたどります。
HOTEL ANTEROOM KYOTO

reaches its fourth birthday

in April, 2015. We trace

the history of ANTEROOM. 


