


̶̶最初の朝食メニューが出来上がったときの話を
お聞かせ下さい。

　当時は私が担当ではなく、ピタサンドの考案者で

ある黒川さんと社内で協議した結果、具材の違うピ

タサンドが２種類、サラダ、スープ、ヨーグルトと

いう今の朝食の骨格が出来上がりました。

　それから、メインのメニューが日替わりのピタサ

ンドとラップサンドのセットになり、サラダやヨー

グルトのトッピングやソースも増え、2016年のリ

ニューアルオープンでは主食の種類も増えました。

大小問わず常に改良、改善の毎日でしたが、アンテ

ルームの朝食を楽しんで欲しいという気持ちは6年

間変わることはありませんでした。

̶̶一番思い出深いのはどんなメニューですか。
　４周年を記念した特別メニューですね。当時の支

配人から、お客様への感謝の気持ちをこめて、とび

きり豪華なメニューを考えて欲しいと言われ、ロー

ストビーフのピタサンドを作りました。

　高級レストランのようにお客様の目の前でロース

トビーフをカットして、ソースも３種類の中から選

んでいただきお客様とお話しながらサンド

イッチを作るようにしたんです。そうしていくうち

に、お客様の要望で全種類のソースを味見できる

バージョンをも生まれました。実は、ミールズのメ

ニューにはこんなふうにお客様とのやり取りで生まれ

お粥やおばんざいの出てくる、優しくて繊細なラインナップ。そんな定型化した京都

の朝を覆したいと思った人たちがいて、今のアンテルーム京都の朝食が生まれました。

開業当初からレストランを支え続けたシェフと、その仕掛け人が語る、アンテルーム

ミールズ（以下「ミールズ」）の立ち上げ秘話をお伝えします。

おうちでできるアンテルームの味を是非お試しください。

をイメージしてメニューを構成したりと、とても刺

激的な経験でした。

　不安要素が山積みでも「面白いよ、やってみよう

よ」とミールズのスタッフを信じて企画を通してく

ださった方々、相談に乗っていただいた当時の支配

人、変化し続けるスタイルのなか頑張ってくれたス

タッフ、温かい目で見守ってくださったお客様の中

に今のミールズがあります。

　アンテルームのコンセプトは「京都の今を表現す

る、アート＆カルチャーが集まる場所」。このホテル

に住んでいるような感覚でそれを味わっていただく

ことです。

　今でも京都の朝食と言えばおかゆやお湯葉、お豆腐

などの伝統的なメニューが連想されがちですが、ア

ンテルームでは京都で育まれたパンやカフェの文化

に京野菜などの伝統的な要素を取り入れることで表

現しようとしました。ピタサンドイッチは具材の選

択肢が沢山あって、かつ、いつでも出来立ての朝食

をご用意できる。それが決め手になりました。

　開業当初は「洋」の雰囲気が強すぎたり、逆に「和」

に寄り過ぎてしまったりと、メニューのバランスを

とるのにも苦労しました。今では定番になった、京

都ならではの食材や季節の食材を使ったメニューた

ちも、開業当初からスタッフ全員がアイディアを重

ねたからこそ出来たことなんです。

たメニューや改善点が沢山あるんです。

　他にも、「ANTEROOM」のスペルを一文字ず

つクッキーにしたり、数種類のカップケーキを焼い

てデコレーションしたり、宣伝用のポスター制作を

したことは、大変で、でも思い出深い出来事です。

̶̶今でも忘れられない
 メニューはありますか。

　結果、没にしましたが枝豆やきくらげなど野菜を

たくさん入れた、手作りがんもどきのピタサンドで

す。作ってみたはいいけど、手間がかかりすぎるし、

そもそも、がんもどきってピタと合うのかな？とい

う根本的な疑問があって没になりました。

　あとは、当時の支配人からリクエストされた燕の巣

も忘れられません。他にもフォアグラなどの高級食材

をつかって欲しいというリクエストはあったし、実現

したものに関しては好評だったのですが、さすがに燕

の巣はイメージが思い浮かびませんでした。

̶̶6年間で最も印象深かった
　　エピソードを教えてください！

　祇園祭の時期に作ったハモのピタサンドについて

でしょうか。夏の京都らしいものということで「ハ

モといえば湯引き！絶対受けるから！」と言われた

んです。内心、半信半疑でメニューを作ったんですが、

実際はハモの湯引きピタサンドはびっくりする程大

人気！疑ってすみませんでした。笑

̶̶アンテルームの朝食に欠かせない食材は
 何でしょうか。

　ずばり卵です。半熟卵、フライドエッグ、タルタ

ルソースといったサンドイッチの具材や、手作りの

ペストリーにも卵は欠かせません。合わせる食材で

もどんどん表情が変わりますし、卵なしでアンテ

ルームの朝食は成り立ちません。

̶̶人気トッピングの一つ、手作りジャムは
　　どのような経緯で生まれたのでしょうか。

　お正月にお雑煮を用意した時、金時人参が大量に

余ってしまったんです。だから、初めての手作り

ジャムは金時人参だったんです。初めは食材をどう

にかしなくては、という思いで始めましたが、そこ

から農家さんとのご縁で美しいイチジクに出合えた

り、美味しいお米を分けていただいておむすびフェ

アを開催したりと、沢山の素敵な出合いがメニュー

に繋がりました。

̶̶一番わくわくしたのは
 どんな時間でしたか？

　ギャラリーのレセプションで提供する料理を用意

する時です。作家さんとお話しながら、展示作品を

モチーフにしたケーキを作ったり、作家さんの人柄

・ 玉ねぎ ...................... 1/4個

・ ピクルス .................. 1本

・ ケイパー ..................小さじ1

・ 塩  ............................小さじ1/2

・ こしょう ..................適量

・ パセリの葉 ..............適量

 全てフードプロセッサーで撹拌

 してからマヨネーズで和える。

・ 玉ねぎ ...................... 1/8

・ りんご ...................... 1/8

・ 酢 .............................  50cc

・ コチュジャン ..........大さじ3

・ 白ごま ......................大さじ2

・ 砂糖 .........................小さじ1

・ しょうゆ ..................小さじ1/2

・ ごま油 ...................... 60cc

・ サラダ油 .................. 80cc

 全てフードプロセッサーで攪拌

・ 黒オリーブ  ............. 100g

・ アンチョビフィレ ..  1枚

・ にんにく ..................  1/4片

・ ケイパー  .................小さじ1/2

・ オリーブオイル ...... 50cc

 全てフードプロセッサーで攪拌

小野美晴
開業当初から朝食を支え続けたアンテルームミー

ルズのパイオニア。2017 年 6 月卒業。

黒川桃子
UDS（株）リラックスデザイン部執行役員

ミールズの看板メニュー、ピタサンドイッチの考案者

アンテルームミールズが

　　　　　　　　目指した朝

アンテルームを彩るソースたち。

ミールズスタッフに 質問 ！ 1. 好きなお店や食べ物を教えてください！
・ カレー！ひと口のなかにいろんな味や香りが混ざっている料理

が好き。（由紀恵）

・ 今はなきお店　「うをすえ」。京都の味を堪能できるお店でした。

お店の料理人の方がとにかく楽しそうに料理していて、一つ一

つの味付けが丁寧。京都の味を感じられました。（美香）

5.忘れられないお客様や、その時のエピソードを教えてください。
・ よくいらっしゃる日本語が堪能なアメリカのご婦人。いつも

沢山話しかけてくださるんですが、私が何か質問した時に｢貴

女の日本語が早過ぎて、よくわかりません！！｣と言われてし

まって。その時は早口と滑舌の悪さを反省しました。（福子）

・ 結婚式の日に宿泊されたご夫婦です。お二人とも幸せいっぱい

2.仕込み中はどんな話をされていますか？
・ みんなからよく聞くのは、今朝みた夢の話。みんな仕事の夢をよく

みてるな、と。（亜紀）

・ 最近食べた美味しかったものの話、最近観た映画の話、朝食でやっ

てみたいメニューの話、その日の晩ごはんの話。（由紀恵）

3.好きな料理のジャンルはなんですか？
・ スパイシーなもの。ケーキからタコ焼きといった粉物。（友子）

・ 作るのは和食が好きですが、食べるなら何でも！くせのあるスパイ

スやハーブも結構好きです。（ひろみ）

4.愛読書や、作品の中で作ってみたい/食べてみたいメニューはありますか？
・ 『食堂かたつむり』（小川 糸/2008年）に出てくる「ザクロカレー」！おいしそう…（ひろみ）

・ 『アルプスの少女ハイジ』（ヨハンナ・シュピリ/1880-1881年）のアニメに出てきたチーズパンとヤギミルク！（晃代）

・ 『富士日記』（武田百合子/1977年）のふかしパンと『美味しんぼ』（雁屋 哲/1983年〜）の骨髄カレー、それから

『ちびくろサンボ』（ヘレン・バンナーマン/1899年）とらのバターのホットケーキ（由紀恵）
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2016年、67室の増床リニューアルを経て

パワーアップしたアンテルーム京都。

その中でも、いまや宿泊の目玉となった

朝食レストラン「アンテルーム ミールズ」

の朝ごはん。

第6号は、ミールズの立ち上げから現在に

至るまでのエピソードと、シェフオリジナ

ルレシピ、こぼれ話など、「アンテルーム

ミールズ」を特集します。

ANTEROOM MEALS, the Breakfast restaurant 

located in HOTEL ANTEROOM KYOTO

has been gotten an extra boost from its renewal 

in 2016 with additional 67 hotel rooms. 

It became our featured contents with the 

specific purpose of choosing our hotel because 

of Breakfast. 

In the sixth issue, we would like to introduce our 

stories behind ANTEROOM MEALS such as bits 

and bobs from the past to the present, chef's 

recipe and more..
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こんな料理に…

ミールズ定番！

こんな食材に…

SAUCE

01

RECIPE

SAUCE

02

SAUCE

03

常に変化し続けるミールズ。

現在働いている個性豊かなスタッフの日常に

ついて聞いてみました！
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Facebook: www.facebook.com/anteroom｜Twitter: @AnteroomKyoto

ROOM GALLERY9.5 ANTEROOM MEALS ANTEROOM BAR

Interview with Miharu Ono
̶̶̶

Although we have made a constant changes 
and improvements both big and small, our desire 
to fulfill our guest ’ s hearts to enjoy our breakfast 
has not been changed for 6 years.

Among them the menu of anniversary 
celebration is my most memorable one. The 
General Manager of the hotel at that time gave us a 
challenge to create some gorgeous menu to express 
our great gratitude to our guests. Then, we came 
up with an idea of serving prepared roast beef with 
three sauces and slicing them in front of the guests 
as if they were at  a luxury hotels.. Of course, there 
were a numbers of  some ideas that we didn’t see 
the sunlight.Homemade fried tofu fritter sandwich 
(ganmodoki) with pita was one of them.

It didn ’ t make it on the menu as it was 
troublesome to make, and also we weren ’t sure if 
the fried tofu flitter and pita went well together.

Interview with Momoko Kurokawa
̶̶̶

The concept of HOTEL ANTEROOM KYOTO 
is to express ever changing Kyoto Culture. .In order 
to express our concept, instead of serving the 
standard rice porridge for breakfast, we managed 
to combinKyoto ’s growing food culture such as 
bread and café menu mixing with the traditional 
Kyoto vegetables pickles. 

　アンテルームの朝食には思想がある。なぁんて書き出しは大げさだろうか。でも、そんなとんがった言葉で表現したい感動がこのホテルの朝には用意されている。供されるのは、たっぷりの具材がはさまれたピタパンやチャバッタサンド、グリーンスムージー、新鮮野菜、ヨーグルト、特製ジャムなどなど。美味しい。素材もいい。現代アートが飾られた内装も素敵だ。こんなカフェが近所にあれば、毎日でも通う。が、ここが「京都のホテルだ」と思い出したとき、ちょっと驚く。年間5600万人が来訪する観光地・京都では、建物も風景も人もすべてが「京都らしさ」の記号に変換され、消費されている。食も「京都らしさ」という記号…京野菜、漬け物、湯葉、抹茶、etc…をホテルは用意し、客は写真をとってSNSにアップする。「京都に行った」という証拠づくりだ。アンテルームの朝食は一見は京都らしくない。日常の姿であり、黒豆や番茶や梅ジャムといったこの土地の食材は美味しいから取り入れられている。アンテルームの朝食はすべてを記号化する大きな力への、優雅な抵抗なのだ。

8.ワクワクする瞬間は？
・ 新しいメニューを考えるときや、試作している

とき（由紀恵）

・ ライブをしてる時。あと、みんなで遊ぶ前々日 !!!

前日は明日の今頃はもう遊び終わってるのかっ

て悲しくなってしまうので。（晃代）

10.アンテルーム館内で一番好きな場所はどこ
ですか？

・ レストラン奥のアトリエスペース！（友子）

・ 大きな窓の前の一番端の席！（加代子）

9. 今、一番欲しいもの・
　したい事はなんですか？

・ 世界一周旅行、ロバ、フェネック、

ヤギ。（美香）

・ ツリーハウスです。欲しいというか

作りたいです。（ひろみ）

7.あなたの勝負飯は？
・ 勝負飯は餃子です !（福子）

・ 鉄火丼 !!!!!!（晃代）

の様子で、おめでとうございます、とお声がけした

のですが、むしろ自分があたたかい気持ちになった

のを覚えています。（ひろみ）

・ キャップを被った外国人の男性のお客様が、私達の

制服のキャップを気に入ったようで「ギブミー」と

言ってきた。非売品だから断ったけど、その後もお

6.家ではどんな料理をしていますか？
・ すみません、家ではほとんど作ってません・・・。（亜紀）

・ 旬の野菜をメインに作ります。美味しい野菜があれ

ばオリーブオイル、塩、粗挽きコショウ、お酢で和

えるだけで最高です。（友子）

話ししていたら彼が大量のキャップをコレクション

している事が分かって、思わず私も彼のキャップを

指して「ギブミー！」と言ったら笑われた。拙い英

語でも通じ合えたのが分かってすごく嬉しかったな。

色んな外国人のお客様に話しかけてみようと思った。

（加代子）

矢口由紀恵
アンテルームミールズ  リーダー

スパイシーな料理が得意

田中 福子
サービス担当

パワフルお母さん

林 ひろみ
調理担当

群馬出身のしっかりもの

中田 友子
サービス担当

アンテと子育ての両立

森本 亜紀
調理担当

コアなペストリーを作る

中田 晃代
サービス担当｜実はバン

ド活動をしている

伊藤 美香
調理担当｜美味しい物の

知識がとっても豊富

森 加代子
サービス担当

アンテ最年少
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優雅な抵抗としての朝食

ほうじ茶パック（8g入） .. 2袋

しょうがスライス .......... 3〜4枚

＊スパイス袋 .................. 1袋

砂糖 ..................................大さじ5

＊スパイス袋

シナモン .............大さじ1/2

カルダモン .........小さじ1

クローブ .............小さじ1/2

黒粒コショウ .....4〜5粒

1 ポットに材料を全て入れ、お湯を1.5ℓ注ぐ。

2 1分半ほど待って完成！

＊ 抽出時間はご利用のほうじ茶に合わせて変えてください。

ほうじ茶チャイ

おすそ分けレシピ
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