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メズム東京、オートグラフ コレクション 

レストラン「シェフズ・シアター」、バー「ウィスク」の詳細を発表 
シェフズ・シアター ３月２７日（金）予約受付開始 

 

JR 東日本グループとマリオット・インターナショナルの初提携ホテル「メズム東京、オートグラフ コレクション」（運営：日本ホテル株式会

社 代表取締役社長 里見雅行／総支配人 生沼久）は、「WATERS takeshiba（ウォーターズ竹芝）」のタワー棟に２０２０年４月２７

日(月)に開業いたします。メズム東京のブランドプロミス「五感を魅了する」と、ブランドコンセプト「TOKYO WAVES」に基づき、東京の躍

動感を五感で感じられるような美食体験を提供いたします。また、ホテル開業に先駆けて２０２０年３月２７日（金）午前１０：００よりレス

トラン「シェフズ・シアター」の予約受付を開始いたします。 

 

「シェフズ・シアター（Chef’s Theatre）」： 好奇心をくすぐる「ひと手間」と五感で味わう美味体験 

 

「シェフズ・シアター」は、伝統的なフランス料理をスタイリッシュにアレン

ジし、ビストロのようにリラックスした雰囲気の中でオープンキッチンのライブ

感とともに楽しんでいただくレストランです。東京だからこそ集まる上質な

食材を生かし、江戸前の粋と洗練されたテクニックを五感のすべてで味

わう、ここだけのフレンチ・ビストロノミーをお届けします。日本の伝統的な

モチーフや波からインスパイアされた繊細でダイナミックなアートが目を引く

空間で、キュリナリーマイスター隈元香己による、「五感を旅する」美食

体験をご堪能ください。 

 

 

≪キュリナリーアーティストのご紹介≫ 

■キュリナリーマイスター（総料理長）： 隈元 香己（くまもと こうき） 

１９８８年都内フレンチレストランで料理人としてのキャリアをスタート。１９９３年ホテ

ルメトロポリタン エドモント（現 日本ホテル株式会社）入社。日本人で初めてミシ

ュランの星を獲得した統括名誉総料理長の中村勝宏の薫陶を受け、宴会洋食部

門、フレンチレストラン等で経験を積んだ。２０１４年１月には、フランス料理界の巨

匠ジョエル・ロブション氏が審査委員長を務めるフランス料理界の権威あるコンクール

「第６４回プロスペール・モンタニェ国際料理コンクール」において、日本人として２人

目、日本在住の日本人としては初めての優勝の栄冠を勝ち取った。２０１９年１月

メズム東京、オートグラフ コレクション キュリナリーマイスター（総料理長）就任。 

 

【主な受賞歴】 

・２００４年 「第１１回メートル・キュイジニエ・ド・フランス“ジャン・シリンジャー杯”（フランス料

理文化センター主催）」優勝  

・２００４年 「トロフェ・インターナショナル・ド・キュイジーヌ・エ・パティスリー（アカデミー・キュリネ  

ール・ド・フランス主催）」（フランス料理の世界大会）優勝   

・２０１４年 「第６４回プロスペール・モンタニェ国際料理コンクール（クラブ・ガストロノミック・プ

ロスペール・モンタニェ主催／審査委員長：ジョエル・ロブション氏）」優勝 

（日本人として史上２人目） 

シェフズ・シアター イメージ 

隈元 香己 



≪お料理の紹介≫ 

食材本来のおいしさを引き出すソースを駆使するクラシックなフランス料理の技術を基本に、世界中から集まる上質な食材を活かした

料理の数々を、朝食、ランチ、ディナーまでご堪能いただけます。 

 

■ディナーコース ― ９,０００円  

キュリナリーマイスター隈元香己による、五感（見た目、食感、味わい、香り、音）をテーマにした全５皿のコース。南部鉄器で焼き上げ

たパン・ド・カンパーニュと共にお楽しみください。 

 

■ランチブッフェ ― ４,５００円 

ランチタイムには、旬のお野菜を使った前菜や見た目にも楽しいデザートブッフェ

に加え、メインは２種類からお選びいただけます。 

※氷室熟成豚： 氷温熟成によってうまみとコクが最大限に引き出された「氷室豚（ひむ

ろぶた）」のロティを、ゴルゴンゾーラ風味のエスプーマを添えて、ヘーゼルナッツで香りづけし

た甘酸っぱいソースといただく一品。 

アミューズブッシュ イメージ 

調理イメージ 

  

１． FIRST - Sight 視覚 アミューズブッシュ  

季節を感じられる華やかでかわいらしいアミューズブッシュは、目にもおいしく食

前酒にぴったり。これから始まる楽しい食事に期待感がふくらみます。 

  

２． SECOND - Touch 触覚 フォアグラ / 土佐文旦 / 独活 

フォアグラのテリーヌのなめらかさに、文旦（ブンタン）のコンフィと独活（ウド）のピ

クルスを合わせた、舌触りが新しい独創的なマリアージュ。 

  

３． THIRD - Taste 味覚 鮎魚女 / 季節野菜 

アイナメのポワレを、南仏では定番の「スープ・ド・ポワソン」がベースのソースと

季節野菜を添えて、上品で優しい味わいに仕上げました。 

  

４． FOURTH - Scent 嗅覚 仔羊 / レモングラス 

香り高い羊のジュのソースでいただく仔羊のロティ。レモングラスの香りが広が

る、シンプルで食欲が刺激される一品。 

  

５． FIFTH - Hearing 聴覚 エクアドル産カカオ / 有機レモン 

ディスクキャンディーのパリパリ感、メレンゲのサクサク感、セロリのシャキシャキ

感など、鮮やかな音のセッションが楽しめるデザート。 

  

小菓子、猿田彦スペシャルティコーヒー 

 

（提供期間：２０２０年４月２７日～７月３１日） 

魚料理 イメージ 

ランチ（メイン料理） イメージ 

・お好きな前菜・デザートをブッフェから 

・氷室熟成豚 / ヘーゼルナッツ または 本日のお魚料理 

・猿田彦スペシャルティコーヒー 



■朝食ブッフェ ― ４,３００円 （宿泊ゲスト：３,８００円） 

サラダ、フルーツ、ヨーグルト、焼き立てパン、洋食、和食等のブッフェに加え、人

気のエッグベネディクト、オムレツやパンケーキ、フランスジュラ地方の郷土料理など

からメインをお選びいただけます。 

※クルート オ シャンピニオン： フランスのジュラ地方の郷土料理である「クルート オ モリ

ーユ」という網笠茸、モリ―ユ茸のクリーム煮をトーストしたパンにのせて食べる料理を、「シ

ェフズ・シアター」では日本産キノコのクリーム煮、ブリオッシュ、ポーチドエッグでアレンジしま

した。 

 

≪開業記念プラン≫ 

開業を記念して、２０２０年５月末までの期間限定プランを販売いたします。 

■ランチブッフェ  ワンドリンク付き： ４,５００円 

■ディナーコース グラスシャンパン＆ミクソロジーカクテル付き： １３,０００円 

※東京の街並をご満喫いただける窓側のお席を確約いたします。さらに食前または食後

に、バー「ウィスク」のミクソロジーカクテル全１８種類の中からお好きな一杯をお楽しみいた

だけるホテルのダイニングを味わい尽くすディナープランです。（要予約） 

 

 

※表示料金はすべて消費税・サービス料（１５％）別です。 

ブッフェ（サラダ） イメージ 

朝食（卵料理） イメージ 

メイン料理：お好きな一品をお選びください。 

 

・クルート オ シャンピニオン（ブリオッシュ ポーチドエッグ 木の子） 

・ハム、チーズ、玉ねぎ入りのオムレツ 

・蟹と椎茸のオムレツ ビスクソース  

・エッグベネディクト 

（イングリッシュマフィン スモークサーモン オランデーズソース） 

・パンケーキ オーガニックメープルシロップ 

・フレンチトースト （ブリオッシュ ストロベリーコンポート） 

≪店舗詳細≫ 

■店舗名称： シェフズ・シアター（Chef’s Theatre） 

■営業時間： 朝食  午前６：３０－午前１０：３０ 

ランチ  午前１１：３０－午後３：００ 

（L.O. 午後２：００）  

ディナー 午後５：００－午後１１：００ 

（L.O. 午後１０：００） 

■席   数： １０１ 席 (個室席２６席を含む) 

■個   室：  

よりプライベートな空間でのお食事をごゆっくりとお楽しみいただけ

る個室です。ご家族やご友人とのお集まりや、ビジネスシーンなど

様々な目的に合わせてご利用いただけます。 

・バルコン（Balkon）： ４１㎡ 最大１４席 １５,０００円／室 

・ギャラリエ１（Galerie 1）： １５㎡ 最大６席 １０,０００円／室 

・ギャラリエ２（Galerie 2）： １３㎡ 最大６席 １０,０００円／室 

≪ご予約≫ 

■予約開始： ２０２０年３月２７日（金）午前１０：００ 

■電   話： ０３－５７７７－１１１１（代表） 

■ウ ェ ブ： 

https://www.mesm.jp/restaurant/chefs_theatre.html 

■電話受付時間：  

・３月２７日(金)～４月２６日（日）： 

平日 午前１０：００－午後５：００ 

・４月２７日（月）以降： 

終日 ２４時間受付 

※ご予約日の３か月前からご予約可能です。 

 

ランチデザート イメージ 

https://www.mesm.jp/restaurant/chefs_theatre.html


バー「ウィスク（Whisk）」： 刺激と遊び心に満ちた、新感覚のパブリックスペース 

 

バー「ウィスク」は、今までのホテル・バーを超えた、「アーティストの

アトリエ（工房）」がテーマのミクソロジーバーです。「ウィスクする（混

ぜる、泡立てる）」という言葉の通り、伝統と革新、刺激と趣き、静

と動が混ざり合う、ミクソロジストによって生み出される独創的なテイ

ストをご提供いたします。なかでも、著名な絵画をモチーフにしたオ

リジナルのミクソロジーカクテルは、色使いや全体の見た目だけでは

なく香りや味に至るまで絵画に描かれている世界を具象化しており、

情景が浮かぶような臨場感とミュージカルの様な躍動感を感じなが

ら、予期せぬテイストに魅了されるストーリー性にこだわりました。 

 

良質な音楽に浸りながら、ナイトタイムは夜景の見えるバー＆ラウンジ、デイタイムは豊かな緑と水辺の風景を臨むカフェのような感覚

で、ご宿泊の方にもビジターの方にもお愉しみいただける空間です。 

 

≪カクテル紹介（全１８種類のうちの一品）≫ 

■Venus 

女神ヴィーナスが成熟した大人の女性として海から生まれ出現した輝かしい様子を

表現しました。エルダーフラワーをベースとしたフローラルな味わいに、シャンパンのシロップ

を加えることでより華やかな味わいときめの細かい仕上げにしています。木箱を開けると

香るアロマとスモークの中に、貝殻の上に佇むヴィーナスが現れるという演出。記念日な

どのサプライズにもぴったりな一杯です。 

 

≪店舗詳細≫ 

■ 店 舗 名 称 ： ウィスク（Whisk） 

■ 営 業 時 間 ： 午前１０：００－午前３：００ （L.O. 午前２：３０） 

■席 数： ５６ 席  

 

 

参考資料 

 

【メズム東京、オートグラフ コレクション（mesm Tokyo, Autograph Collection）について】  

  

TOKYO WAVES”をコンセプトに、絶えず変化する東京の“今”に根ざした

サービスやコンテンツを展開することによりゲストに新たな発見を提供する、次

世代に向けた全２６５部屋のラグジュアリーなホテルです。壮観な東京ベイエリ

アや歴史ある浜離宮恩賜庭園といった美しい眺望、そして五感にも心地よい

刺激を与えるアートや音楽といった、豊かな地域資源と芸術の一体感を活か

し、都会のエネルギーとクリエイティビティーが出会う東京のライフスタイルのアイ

コンを目指します。「Exactly like nothing else（唯一無二）」のホテルとして、

マリオット・インターナショナルが展開する「オートグラフ コレクション」に加盟して

います。 

 

ウィスク イメージ 

Venus 

シェフズ・シアター個室 バルコン（Balkon） イメージ 



【日本ホテルについて】 （本社：東京都豊島区、代表取締役社長：里見雅行） 

 

日本ホテル株式会社は、JR 東日本グループとして首都圏を中心に現在３４ホテル（５，６７９室）をもつホテル会社です。国の重要文

化財である東京駅丸の内駅舎内の東京ステーションホテルのほか、複数のホテルブランドを展開しています。フルサービス型のメトロポリタ

ンホテルズは「やすらぎと華やぎが出会う場所。」、宿泊特化型の JR 東日本ホテルメッツは「上質が息づく。」をブランドコンセプトとしてい

ます。利便性に優れた立地で、国内や訪日インバウンドのお客さまへ心からのおもてなしを忘れず、常により高いレベルのサービスを目指

しています。今後、２０２０年度までに６軒のホテルの開業を予定しています。 

 

【WATERS takeshiba（ウォーターズ竹芝）について】 （住所：東京都港区海岸 1 丁目） 

 

２０２０年４月のＩ期開業を目指して JR 東日本グループが進める、ラグジュアリーホテル・オフィス・商業・劇場からなる都心の複合開発

です。“つぎの豊かさを生み出すまち”をビジョンに掲げ、これまで劇団四季が培ってきた文化・芸術の発信拠点の機能を核に、水辺と浜

離宮恩賜庭園を臨む立地環境を最大限に活かした、新しいまちづくりを推進しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【オートグラフ コレクション・ホテルについて】 

 

オートグラフ コレクション・ホテルはオリジナリティ溢れるホテルを支持し、３０以上の国と地域において絶好のロケーションを誇る１８０軒

以上の独立系ホテルそれぞれの個性を大切にしています。ひとつひとつに創設者の情熱が込められ、彼らのビジョンを具現しており、各ホ

テルがたったひとつしかない特別なもの、「Exactly like nothing else（唯一無二）」となっています。オートグラフ コレクション・ホテルは、独

自の造りと、デザインやおもてなしに対しての強いこだわりを考慮の上セレクトされ、生涯続くような印象を残す色鮮やかな時間をお届けし

ます。詳細については www.autographhotels.com をご覧ください。また、Instagram、Twitter、Facebook のソーシャルメディアチャンネルで

も情報を発信しており、#ExactlyLikeNothingElse で最高の瞬間の数々をぜひご覧ください。オートグラフ コレクション・ホテルは、これまで

のマリオット リワード、ザ・リッツ・カールトン・リワード、スターウッドプリファードゲスト（SPG）に代わり新たに誕生したマリオットの旅行プログラ

ム、Marriott Bonvoy（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。Marriott Bonvoy は会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォ

リオや Marriott Bonvoy Moments での体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含

む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、MarriottBonvoy.marriott.com をご覧ください。 

 

《本件に関するお問い合わせ先》 

メズム東京、オートグラフ コレクション 

メール： marketing@mesm.jp 

電話： ０３－５７７７－１１１１ （平日 １０：００～１７：００） 

ウォーターズ竹芝 外観イメージ 

http://www.autographhotels.com/
https://www.instagram.com/autographhotels/?hl=en
https://twitter.com/autographhotels?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/autographhotels
https://www.marriott.com/loyalty.mi

