
いったい、なんの店？

改め
て…

って、



“とんかつカンティーヌ ゆめみるこぶた”は、

2019年4月に、東京都大田区下丸子にオープンした、

フレンチの料理人である店主が一人で営んでいる、

カウンター6席だけのとんかつのお店です。

とんかつにまつわる既存のあらゆる固定概念に囚われず、

店主が完全オリジナルで考えた、新しい店の形です。



コンセプトは…

空間はカフェ、

使い方は食堂、

体験はレストラン。
「カンティーヌ」とは、フランス語で「食堂」のこと。

この聞きなれない単語は、上のコンセプトを込めた、

店主の提案する新しい「業態」を表しています。

「レストラン」というほど格式・敷居高くなく、

日本語で「食堂」というほどありふれた日常感でもない、

もちろん、「飲み屋」のような雑多な雰囲気とは、無縁の空間…

「日常の中にある、ちょっとだけ上質な非日常」を感じられる、

新しい「業態」カテゴリー、というアイデアなのです。



「呑み」の場ではなく、ちゃんとした「食事」の場。

社会には、これが不足していると思っています。

ちゃんとした食事には、人間にとって大切な、

あらゆるものが含まれていると考えています。

食を通じて、社会を豊かにする。

世界の問題を、考える。

当店の理念です。

「食」の立場から、社会のために、世界のために、

できることはもっとあるはずです。

＃呑みとかじゃない

＃⾃称⾷通とかじゃない

＃グルメ評論家とかを集めるための店じゃない

＃新しい飲⾷業を作る

＃世界平和を考える⾷の仕事

今までの飲食業の固定観念に逆行するハッシュタグで、挑戦しています。



そんなとんかつカンティーヌのオープンからちょうど1年後、

緊急事態宣言の発出とともに、世界はコロナ禍に突入。

2020年4月の時点で、店内飲食を一時休止することを決めました。

そしてテイクアウト商品販売だけの「デリカテッセン業態」に

疑似転換し、「おうちごはんの、テンションを上げる！」ための

様々なデリ商品を、「おうちでカンティーヌ」商品と

（ブランド名として）銘打って、販売してきました。



そして結果として2年以上もの間営業を続けることとなった

デリカテッセン業態を、2022年5月、とうとう終了し、

また店内飲食の業態に戻す準備に、取り掛かり始めました。

その準備にはある一定以上の時間をどうしてもかけることが

必要と考えていたため、そのための準備期間、兼、ゆるやかに

店内飲食の形態に戻していくためのクッション期間、として、

期間限定で、カフェ業態 ” café Kobuta ” に再転換しました。



この2年間で、社会の形は、大きく変わったと考えています。

この先コロナ禍が完全に収束したとしても、ウクライナ情勢が

もし仮に奇跡的に安定的な決着を迎えたとしても、

もはやこの世界が、この日本社会が、それ以前の形に戻るとは、

私は考えていません。

おそらくこの社会に生きる半数以上の方々においては、

ものごとの価値観、金銭的感覚、人生観、生活のスタイルやサイクル、

そういったものが、すでにある程度以上、変化しているのでは

ないかと、私は想像しています。

そしてその変化は、今まで日本社会をずっと支配してきた、

停滞感、膠着感、閉塞感の根本的原因であった、

「社会構造の中の、対流しない泥沼部分」から、足を引っこ抜くような

きっかけを初めて得られたような、そんな変化なのではないかと、

私は、肯定的に捉えています。



まだしばらくの間は、そんな昔からの泥沼部分から

足が抜けたこの機会にさっさと離れてしまいたい、と考える人と、

未だにその泥沼に浸かっているほうが身動きせずに温かいままで

いられる、と考える人との間で、

意見の相違はくすぶり続けるかもしれません。

でも私は、そんな泥沼には戻りたくないと考えている側の人間で、

同じように考える人たちこそが、きっとこれから新しい社会の形を

作っていくのではないかと思います。

そんな来たるべき、これからの社会の形…

そのためにこそ、新しいコンセプトを「プラス」アルファした

新しいとんかつカンティーヌゆめみるこぶたが、、、

とんかつカンティーヌ+（プラス）

ゆめみるこぶた
として、今秋、再始動します。



とんかつカンティーヌ+
ゆめみるこぶた

3つの新しいキーワード

詳細情報は、順次ホームページにアップ予定！

プラス

今日はちょっとレストラン気分に、
とんかつ。



とんかつカンティーヌのコンセプトに「プラス」！

「とんかつカンティーヌ＋」の
３つの新しいキーワード

キーワード１．

空間はカフェ、使い方は食堂、体験はレストラン。

そして今日は、「プラス」ちょっとふんぱつの日。

少しふんぱつしたい気分の⽇や、ぜひこの⽇は、というハ

レの⽇に、頭に浮かんでほしい店。

ちょっと特別な気分を盛り上げてくれる、お客様の期待

をほんのちょっぴり上回るサプライズ。



とんかつカンティーヌのコンセプトに「プラス」！

「とんかつカンティーヌ＋」の
３つの新しいキーワード

キーワード２．

今、わざわざ外食をすることの、意味。

コロナ禍を経て、さまざまな質やバリエーションの料理

が楽しめるようになった、おうちごはん…

でも、それだけではどうしても満たされることのできな

い、「トータルな⾷体験」が与えてくれる、「外⾷だけが

持つ」特別感。

それを演出するとともに、体現できることこそが、これか

らの飲⾷店の使命であり、存在意義だと考えるのです。



とんかつカンティーヌのコンセプトに「プラス」！

「とんかつカンティーヌ＋」の
３つの新しいキーワード

キーワード３．

昼、夜で、あわせて４種類の

「ちょっとふんぱつ」なご利用シーン。

① 1名様、2名様で、⽐較的⾝軽に利⽤できる⽅にとっての、「今⽇は、
ちょっと満⾜度の⾼い⼣⾷にしたい！」に応える、「上質な食堂」。

② 前もって予約をしてご利⽤になりたいご家族でのお⾷事シーンや記念
⽇、あるいは離れたエリアにお住まいの⽅にとっての「普段着の、特別体
験」。

③ もともとの「カンティーヌ」コンセプト「空間はカフェ、使い⽅は⾷
堂、体験はレストラン。」をベースに、デリカテッセン業態とカフェ業態の
エッセンスをも引き継いだ、少しだけリッチな「日常のご褒美ランチ」。

④ 「夜の外⾷」を必要とされていない⽅にとっての、たまのゆったりした
「優雅ランチ」。



とんかつカンティーヌ+
ゆめみるこぶた

メニュー＆ご利用シーン紹介
昼、夜で、あわせて４種類の「ちょっとふんぱつ」なご利用シーン

詳細情報は、順次ホームページにアップ予定！

プラス

今日はちょっとレストラン気分に、
とんかつ。



シーンその１.

日常の中の、

ちょっとふんぱつな

夕食！

お一人、

お二人のとき…



「コロナのおかげでダンナも家事をやるようにはなったけど、

やっぱり毎日の料理は私の仕事よね…
ううー！今度の週末は、カンティーヌでおごらせてやる！」

「かあさん、こんど、とんかつでも食べに行かんか…」

「そうねえ…おいしいとんかつが、少しだけ食べたいわ…」

「わしらにうってつけのとんかつ屋が、あるんじゃ…」

「契約ゲット！がんばった私には、一人でサクッと入ってもちょっと

リッチなレストラン気分になれるあの店で、

スパークリングね！」

「毎日の食事が、マンネリぎみ…もともと外食とか飲みとかの習慣が

なかった上に、すっかりリモート生活が定着しちゃったから…たまにはちょっと気

分よく、お酒なしで食事だけできる、ちゃんとしてる系の

ごはん屋さん、ないかな…

「一緒に手作りの料理もだいぶ慣れたけど、たまにはやっぱり

自分たちじゃ作れないもの、食べにいこうか！

高級なものじゃなくて、落ち着いてちゃんとした食事ができそうな…
あんまり「呑み」な雰囲気じゃないお店、といったら…

「俺ももう中堅どころだし…仲間連中と、飲み屋で飲み兼メシとか、違和感あるんだよ

な…もっと落ち着いた…こっそり大事にしておきたい、とっておきの自分だけの店とか

あったら…なんて、ちょっと憧れるんだけどな…



今日の夕飯は、外で済ませたい。

なるべくサクッと、がいい。

近所に、「上質な食堂」が、ほしい。

とんかつカンティーヌ+の「本日の定食」

”今日はちょっとレストラン気分に、とんかつ。”

本日の先付

とんかつカンティーヌの野菜スープ

季節野菜の箸休め

メインディッシュ（とんかつ）

食後のお飲み物

￥3500
(税込)



「すっかり自分のペースで仕事がしやすくなったリモートワークだが、

　問題が3つ…うまい昼メシ、ちょっとした気分転換、体重…
　いや待てよ、うまくてヘルシーで気分転換になる店！

　あそこなら、ランチの1時間で、歩いて行って帰ってこれるぞ！

「ダンナは出社、子どもは学校、私は在宅、という、

　今日のこの貴重な一人時間…こんなときに思いつきでも

　飛び込める、ちょっと優雅な気分でランチできる

　お店が、あるといいのよね…

「たまにはちょっといいもの食べたいとは思うけど、

　コロナ以降、夜にわざわざ外食したいって気分にも、

　ならなくなったわね…」

「それでいいんじゃないかな…？むしろ、健全な生活サイクルに

　なった気もするし…あるいはさ、週末のランチに、少しリッチな

　とんかつとかは？」

「いいわね！それ、健全なアイデア！（笑）」



シーンその２.

「この日には…」

普段着の、特別体験。

ご家族、
大切な人と…



「お姉ちゃんのお誕生日は、とんかつカンティーヌにしようか！」

「おっ！それはちょっと大人の仲間入りだな！」

「僕だってもう、小学生になったよ！」

「お義父さん、わたし、今度の喜寿のお祝い、とんかつなんてどうかなって

思ってるの！」

「ああ…それはうれしいね…とんかつは昔から、大好きだよ…

　でもあんまり、量は…それに、ちょっと落ち着ける店のほうが…」

「大丈夫！ちょうどいいお店があるのよ！　ちょっと奮発しましょうよ！」

「…それ…君が、行きたいだけなんじゃないのか…おれのボーナスで…」



ちょっとハレの日、ふんぱつ気分。

今日は普段着の、特別体験。
とんかつカンティーヌ+の

”季節のおまかせコース”
本日の先付

前菜3種盛合わせ

カンティーヌならではの季節の一皿

とんかつカンティーヌの野菜スープ

季節野菜の箸休め

メインディッシュ（とんかつ）

デザート

食後のお飲み物

小菓子

アジアン料理大好きな店主が、デリ業態時代に商品とし
て販売せずにはいられなかったサンドイッチ”バインミー
風サンド”！

あのときはピタパンを使って、当店オリジナルの”ピタパ
ンサンドシリーズ”として販売していたため、バインミー”
風”という名前になっていましたが、

今回は、本物の”バインミー”な形になっています！（笑）

でもやっぱりちょっとだけ、当店っぽい独自アレンジの
味わいになっています。
今回はフレッシュパクチーではなく、コリアンダーパウ
ダーを使って、以前とはまた違う独特な風味に仕上げま
した。
（コリアンダーは、パクチーの英名です。コリアンダー
パウダーは、コリアンダーシード（種子）というスパイ
スを、パウダーに挽いたものです。）

アジアン好きな方には、ぜひとも！
おすすめです。

#下丸子 #カフェ #コーヒーのある暮らし #カフェスイー
ツ #sdgs #とんかつカンティーヌゆめみるこぶた 
#cafékobuta #下丸子グルメ #下丸子カフェ #下丸子ラン
チ #下丸子ディナー #カフェランチ #東急線 #東急線グル
メ #多摩川 #多摩川河川敷 #多摩川線 #多摩川線カフェ #
大田区グルメ #鵜の木 #千鳥町 #久が原 #池上 #サンド
イッチ大好き #カスクルート #カスクート #バインミー #
バインミーサンド #アジア料理##

￥6600
(税込)



シーンその３.

週に一度の、

リッチな気晴らし。

＆

シーンその４.

夜には味わえない、

優雅ランチの至福。

お一人で
サクッと！

あらゆる
方に



平日の昼、少しだけ、優雅な気分。

カンティーヌランチプレート

◆とんかつカンティーヌのカツサンドプレート

　　　※テイクアウト　単品カツサンド　　1080円

◆しっとり若鶏胸肉のサラダプレート
　”ナッツときのこの森散歩”

◆野菜大好き！たっぷりベジサラダプレート

アジアン料理大好きな店主が、デリ業態時代に商品とし
て販売せずにはいられなかったサンドイッチ”バインミー
風サンド”！

あのときはピタパンを使って、当店オリジナルの”ピタパ
ンサンドシリーズ”として販売していたため、バインミー”
風”という名前になっていましたが、

今回は、本物の”バインミー”な形になっています！（笑）

でもやっぱりちょっとだけ、当店っぽい独自アレンジの
味わいになっています。
今回はフレッシュパクチーではなく、コリアンダーパウ
ダーを使って、以前とはまた違う独特な風味に仕上げま
した。
（コリアンダーは、パクチーの英名です。コリアンダー
パウダーは、コリアンダーシード（種子）というスパイ
スを、パウダーに挽いたものです。）

アジアン好きな方には、ぜひとも！
おすすめです。

#下丸子 #カフェ #コーヒーのある暮らし #カフェスイー
ツ #sdgs #とんかつカンティーヌゆめみるこぶた 
#cafékobuta #下丸子グルメ #下丸子カフェ #下丸子ラン
チ #下丸子ディナー #カフェランチ #東急線 #東急線グル
メ #多摩川 #多摩川河川敷 #多摩川線 #多摩川線カフェ #
大田区グルメ #鵜の木 #千鳥町 #久が原 #池上 #サンド
イッチ大好き #カスクルート #カスクート #バインミー #
バインミーサンド #アジア料理##

（野菜マリネ・プチパン・ランチスープ・お飲み物つき）

（野菜マリネ・グリーンサラダ・ランチスープ・お飲み物つき）

（野菜マリネ・プチパン・ランチスープ・お飲み物つき）

各￥1600(税込)



「ディナーに外食」以外の、選択。

「ライトな気分で、優雅なランチ」

は、いかがですか。

とんかつカンティーヌ+

お昼のゆったり定食

本日の先付

とんかつカンティーヌの野菜スープ

季節野菜の箸休め

メインディッシュ（とんかつ）

デザート

食後のお飲み物

￥3600
(税込)



とんかつカンティーヌ+
ゆめみるこぶた

諸制度についてのご案内
〜ご予約、お子様の年齢、定休日、タバコ〜

詳細情報は、順次ホームページにアップ予定！

プラス

今日はちょっとレストラン気分に、
とんかつ。



ご予約制度について
「とんかつカンティーヌ＋ゆめみるこぶた」では、ご予約制度を

取り⼊れます。

「当たり前のことでは？」と思われる⽅も多いかと思いますが、

実は当店はオープン当時の事業モデルや価格設定および「店主の

⼀⼈運営」という制約上、予約電話対応等の労⼒やリスクに鑑み

て、過去には原則的にご予約制をとらずにやってまいりました。

今回は、それらリスクをなるべく回避できる形で、お客様にとっ

ての利便性とのバランスが取れるようなメニュー設定、ご予約の

制度設計をすることとしました。

そのため、ご予約には、ある⼀定の制約やルールが伴うこととな

り、そのことについてはお客様にもご理解とご協⼒をいただくこ

ととなります。どうぞよろしくお願い申し上げます。



ご予約可能なメニュー
状況を見ながら変更する可能性もありますが、いったん、以下のご予約制度を

もって営業開始します。

◆夜3500円の定⾷は、当日ご予約あるいは前日ご予約のみ、可能で

す。また、ご予約なしの飛び込みご入店でもご利⽤いただけます（2⽇以上前

からの事前ご予約はできません。）

◆夜6600円のコースは、2⽇以上前からの事前ご予約をもってのみ承る予定です

が、しばらくはまだご提供を開始しません。新体制の運営が安定してきて

から、ご予約受付、ご提供を開始いたします。

◆昼1600円のランチプレートは、ご予約はできません。

◆昼3600円の定⾷は、前日以前からの事前ご予約でのみ承ります（こ

ちらは2⽇以上前からの事前ご予約も可能です。当日ご予約はできません）。



お子様のご利用について
⼤変⼼苦しくはあるのですが、お⼦様のご利⽤に関しましては

昼、夜ともに

お⼀⼈で、当店通常の⼀⾷分を召し上がる

ことができるくらいのご年齢以上

の⽅に限らせていただくことといたします。

また、夜のお⾷事には、早くても1時間以

上程度のお時間がかかることを前提

としていただけますようお願い申し上げます。



定休日について

「とんかつカンティーヌ＋」始動後も、

しばらくの間は

⽉曜・⽊曜定休の週休⼆⽇制

を継続させていただくことと

いたします。

（祝⽇等も関係なし）



タバコについて

とんかつカンティーヌの店主は、このことにつ

いて、ずっと⻑いこと考え続けてきました。も

う本当に、ずっと前からです。どうすべきなの

か。⾃分の中では「こうしたい」という考えが

あるものの、それは世間⼀般の感覚、あるいは

価値思想に基づいて⽅針を決定することに慣れ

ていない⽇本の⽂化的⾵⼟の中において、どの

ように映るのか？しかし、私の中で、これはも

はや、社会存⽴の礎に関わる、「基本的⼈権」

の問題なのです。



当店では、以下の不等式を

⼀貫したポリシーといたします

タバコを
吸いたい者
の権利

タバコから
逃れたい者
の権利

積極的⾃由（〜への⾃由）よりも、

消極的⾃由（〜からの⾃由）が

まずは優先して保護されるべき、

という考えです。



＜余談＞

積極的⾃由と、消極的⾃由について
1/2

冷戦以降、アメリカを先鋒として加速度を増し続けてきたもの
の、コロナ禍の混乱を通して、世界中の「⺠主主義国」でその脆
さや危うさが指摘されることとなり、今また、ウクライナ情勢か
ら世界の政情不安、地政学的不安を通して、「⼈類普遍の価値」
と簡単に語られてしまってきた「それ」が、本当にそう簡単にそ
のように結論づけられるものであったのか、問い直されなければ
ならない段階に⾄っている…「⾃由」という概念。
「個⼈の⾃由」の領域は、どこまでも際限なく広がっているもの
なのか？それとも⾃由には、ある範囲において制限されるべき妥
当な根拠があるのか？
「⾃由」という⾔葉⾃体が、明確な意味が不明瞭な「バズワー
ド」と化してしまい、国によってはそれが「原理主義化」してし
まった現代において、政治哲学的に⾔うところの「積極的⾃由
（〜への⾃由）」と「消極的⾃由（〜からの⾃由）」という考え
⽅は、⾒落とされることが多くなってきているように感じます。



＜余談＞

積極的⾃由と、消極的⾃由について
2/2

我々の「⾃由」の希求には、2種類があります。
「⾃由に◯◯がしたい」という、「〜への⾃由」、もうひとつに
は「◯◯（権⼒や束縛など）から⾃由でありたい」という、「〜
からの⾃由」です。

歴史的に⼈類が最初に⼿に⼊れたのは、後者の、「消極的⾃由」
でした。そしてそこから「⼈権」という概念が鍛え上げられ、
「積極的⾃由」の領域に⾜を踏み⼊れ、しだいにそれが拡張して
きました。現代の⾃由⺠主主義社会に⽣きる我々には、ほぼあら
ゆる形での「積極的⾃由」が保証されることとなりました。

しかし私は、「⾃由は、どこまで⾃由であってよいのか？」と問
わなければならない場⾯に遭遇したとき、やはり優先されるべき
は、弱い者を守るためにまず絶対的に必要な⾃由…「◯◯から⾃
由でありたい」という、「消極的⾃由」であると考えるのです。



タバコを
吸いたい者
の権利

タバコから
逃れたい者
の権利

店主はこれまで、⾃分が外⾷の「ユーザー」として
の⽴場である場⾯において、タバコ、タバコの煙、
タバコのにおい、⾐類にしみついた副流煙、ほかタ
バコに起因する諸々によって、本当にいやな思いを
させられてきたことが、数え切れないくらいありま
す。ユーザーとしてではなく飲⾷業の「作る側」と
しての経験まで含めると、もっともっとです。
そのときのすべての体験の価値をぶち壊しにされた
こともあります。⾦返せと⾔いたくなったこともあ
ります。そしてその経験をしたすべての店に対して
は、もう⼆度と⾏くまいと誓ったものです。



誰かを⾷事に招くということは、

その⼈が⾷事をしている間の

すべての幸せの責任を、

引き受けるということである。

〜ブリヤ・サヴァラン〜 



タバコを
吸いたい者
の権利

タバコから
逃れたい者
の権利

私は店主として、事業主（経営者）として、
お客様に、「タバコの存在を感じたせいで、すべて
が台無しになった」などという思いを、決して、さ
せたくありません。
もちろん、皆様が皆様、私と同じくらいそんなに強
く神経質に思われることもないかとは思いますが、

それでも、「もし⽬の前のお客様が、⾃分と同じよ
うな感覚をお持ちの⽅であったとしたら…」という
想定のもとに、その⽅を守るための最⼤限の努め
を、店主の責任として、果たそうと考えています。



当店のタバコに関するポリシー

◆喫煙者の⽅は、当店をご利⽤される⽇は喫煙
を避け、においや副流煙が⾐類に⼀切ついてい
ないことをご確認の上で、お越しください。

◆歩きタバコ、路上喫煙をする習慣がある⽅
は、当店のご利⽤をお断りいたします。

◆ご来店の時点で明らかなタバコのにおいが感
じられた場合、ご⼊店できないことがありま
す。

◆これらに関するご了承は、ご予約の時点で確
認させていただきます。



こういう⽅針が、
正しいのか、

そうでないのか？

賛成の⽅も、
批判的な⽅も、

気持ちはわかるけど制度として
固めてしまうことはよくない、

という⽅も、

議論の種として、
シェアしていただけることは

歓迎いたします。


