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ご存知の方も多いと思うが「パンケーキ」の"パン"は食パンやフランスパンの"パン"で

はない。鍋をあらわす"pan"のパンである。すなわちフライパンでつくるケーキという意

味だ。小麦粉・ベーキングパウダー・卵・牛乳を混ぜ焼きあげる料理は、英語圏では朝食

として好んで食されるが、日本では長年、市販のホットケーキミックスにより、家庭の道

具で簡易につくれる「ケーキ」として、ナイフ&フォークで食すちょっとリッチな庶民の

オヤツであった。

一方で、ホテルのブレックファストメニュー、デパートのお好み食堂のデザート、そし

て喫茶店やパーラーのスイーツとして日本のパンケーキは「ホットケーキ」として発展、

進化を遂げてきた。70年代半ばには昨今のスイーツ激戦区といわれる自由が丘にパンケー

キ専門店の「花きゃべつ」が開業。そして多くの日本人が「パンケーキ」という文字を初

めて目にすることになったのがファミリーレストランのメニューである。ともあれホット

ケーキという響きは、どこか子供っぽく、シロップとバターで食べるカジュアルな食べも

のの印象だった。70年代後半、ファミレスブームと共にアメリカから進出してきたパン

ケーキをメインにしたレストランチェーン「iHOP」が2001年に日本から撤退したのは記

憶に新しい。

そんな日本のパンケーキシーンは2000年以降、一変することとなる。世界一の朝食と

謳われた「bills」（ビルズ）が湘南に上陸し「リコッタパンケーキ」を伝播。人気のハワ

イアンレストラン「Eggs 'n Things 」原宿初出店(2010年3月10日）によりハワイアンパ

ンケーキブームが巻き起こると、ホットケーキという呼び名からパンケーキという言葉が

主流になり、外食産業の花形となったのだ。カフェなどのメニューにパンケーキが並び人

気メニューとなり、パンケーキ専門店という業態が目立ち始め、単なるブームではなく、

食事系からデザート系までと多様化し、グルメたちをうならせる一品も並ぶようになっ

た。

そんな気になる首都圏のパンケーキの「2012春」を、スイーツ番長が食べ尽くしてきま

した。
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注文後に材料を丁寧に混ぜ合わせる。メレンゲ注文後に材料を丁寧に混ぜ合わせる。メレンゲ
を含んだフワフワの生地は、仕上げにオーブンを含んだフワフワの生地は、仕上げにオーブン
で表面をカリっとさせる。契約ファームからので表面をカリっとさせる。契約ファームからの
新鮮卵と低脂肪のローファットミルクを使用新鮮卵と低脂肪のローファットミルクを使用
し、美味しさに優しさが滲み出る。ハワイのラし、美味しさに優しさが滲み出る。ハワイのラ
イフスタイルに幸福を見出したオーナー夫妻がイフスタイルに幸福を見出したオーナー夫妻が
始めた「レインボーパンケーキ」、虹のかかる始めた「レインボーパンケーキ」、虹のかかる
パンケーキ専門店は元気をくれます。パンケーキ専門店は元気をくれます。

デザートパンケーキ
　　　マカダミアナッツソース (1,200円)

RAINBOW PANCAKE

ハワイで人気のマカダミアパンケーキを独自アレンジ。半熟のようなフワフワ生地と濃厚なソースがお
いしく絡み合う。ナイフ&フォークを模したパンケーキ生地でのラスクがカワイイね!

デザートパンケーキ

東京都渋谷区神宮前4-28-4 ARES GARDEN OMOTESANDO 2F
TEL 03-6434-0466
営業時間11:00～21:00 定休日火曜



  

パンケーキママカフェ voivoi

ホットケーキ (680円)

自家製塩バターキャラメルパンケーキ 生クリーム付(800円)
「ぐりとぐら」「ちびくろさんぼ」の絵
本、そして「ママレンジ「という玩具。そ
んな幼き憧憬が、大人となりパンケーキ
(ホットケーキ)愛好家ブログを立ち上げ、
その強い思いはやがてパンケーキショップ
のオーナーへと導くことになる。オリジナ
ル配合のパンケーキミックスと国内で希少
なバターミルクを入手して、オーダーを受
けてから焼き上げるパンケーキは、開業以
来行列を絶やさない。一度は訪れたいパン
ケーキの名店です。

バナナを約1本分、生地の中に入れて、じっくり焼き上
げてた、平日限定特別メニュー。

j.s. pancake cafe 自由が丘店

東京都世田谷区三軒茶屋1-35-15
TEL 03-3411-1214
営業時間　11:30～20:00 木・金11:30～21:00 土日祝11:00
～14:00、15:00～20:00
定休日火曜日　月1回不定休

j.s.パンケーキ(780円)　　　　　　　　

東京都目黒区自由が丘1-8-7 3F
TEL 03-5731-1185
営業時間 11:00～21:00　日祝11:00～ 20:30 不定休

セレクトショップ「JOURNAL STANDARD」
がパンケーキでスイーツからミールまで提案
するパンケーキカフェ。「ふわっとしてモ
チッとした食感」を求め、小麦粉のほかに"上
新粉"もブレンドしたオリジナルパンケーキ
ミックスは販売もされており、家庭でも手軽
に楽しめる。店内は広くキッズメニューもあ
り、ランチもバリエーションに富み子連れに
も人気。季節毎のメニューも取り揃え、通い
たくなる魅力に溢れています。吉祥寺パル
コ、テラスモール湘南にも店舗あり。

セルクルで焼かれていて、同店のパンケーキの中で
１番厚みがある。バター+好みのソースやクリーム
など3種をトッピングでき、フライパンで供するの
が楽しい！



  

ももちどり

ホットケーキ (680円)

自家製塩バターキャラメルパンケーキ 生クリーム付(800円)
 「当店は12歳以下のお子様連れの入店をご
遠慮頂いております。」ゆったりとした時
間をパンケーキとともに過ごす。そんな和
やかな時を大切にしたい思いがここにはあ
るのだろう。パンケーキはフンワリと口ど
けよろしく、希少なバターミルクを使用し
ている。その美味しさから、丁寧な仕事ぶ
りもうかがえる。「ももちどり」とはウグ
イスの異名。大陸的な食べもののイメージ
が強いパンケーキが繊細な美味しさに感じ
てしまうから不思議だ。

薄手のふんわりとした軽やかな生地に、甘塩っぱい塩薄手のふんわりとした軽やかな生地に、甘塩っぱい塩
バターキャラメルソースと生クリームがハマル。バターキャラメルソースと生クリームがハマル。

PANCAKE DAYs 原宿店

東京都世田谷区三軒茶屋1-35-15
TEL 03-3411-1214
営業時間　11:30～20:00 木・金11:30～21:00 土日祝11:00
～14:00、15:00～20:00
定休日火曜日　月1回不定休

メープルクリームパンケーキ(700円)　

（パンケーキデイズ）
東京都渋谷区神宮前6-6-2 原宿ベルピア2F
TEL 03-3498-3438
営業時間 11:00～22:00 金11:00～23:00 土日祝11:00～
22:00　不定休

フワフワ、モチモチ感を大切に、日本の気候
にあわせてパンケーキミックスを独自開発。
卵、砂糖を使用せず、水・粉・牛乳だけで作
られるパンケーキは甘くなく、シンプルそし
て優しい味わい。ゆえにスイーツだけでなく
食事パンケーキとしても実力を発揮。フルー
ツやアイスクリームのトッピングや、パン
ケーキ自体も1枚単位で追加できるから、自分
だけのオリジナルパンケーキも楽しめる。”デ
イズくん”なるニコちゃんマークのようなキャ
ラクターも人気だ。

甘さを抑えたパンケーキ生地に、ミルキーなメープ
ルクリームがとても映えます。



  

東京都目黒区目黒本町3-5-7
TEL 03-6452-2803
営業時間11:00～22:00 木曜定休

かぼちゃサラダかぼちゃサラダ(850(850円円))
牛乳の代わりに有機豆乳を使用したパンケーキ
は、「自分の子供に安心して食べさせたくて。」と
いう店主の想いから生まれたそう。季節のパン
ケーキとして登場したが、大人気のためにグランド
メニューになった「かぼちゃサラダ」は、ヘル
シーで意外にボリューム満点。全てのパンケーキ
にセットになっている「はちみつバター」を２枚
目につけて食べれば、１皿で食事もスイーツも楽
しむことが出来るというわけだ。

豆乳パンケーキ はちみつ)

２枚のパンケーキの上に、自家製のかぼちゃサラダとフレッシュな生野菜をトッピ２枚のパンケーキの上に、自家製のかぼちゃサラダとフレッシュな生野菜をトッピ
ング。甘さのないさっぱりとした味わいの生地は、スイーツ系にも食事系にも対応ング。甘さのないさっぱりとした味わいの生地は、スイーツ系にも食事系にも対応
する。する。

かぼちゃサラダ



  

私のパンケーキ
安食雄二

中島眞介
1958年愛媛県生まれ。ホテルニューオータニ
の“味の責任者”として、館内全てのレストラン・
宴会場などにおいて、各料理長と共に全ての
料理を監修・指揮するシェフパティシエ。「おい
しいホテル」を追求すべく、新たな料理の世界
に挑戦を続ける。 2004年に開業40周年を記
念し、素材や製法にこだわり、誰もが今まで口
にしたことが無いような最上級のショートケーキ
「スーパーショートケーキ」として販売を開始し、
パティスリーSATSUKIの名を日本中にとどろか
せた。

パンケーキというよりもホットケーキ。
それは母親が作ってくれたオヤツのイ
メージ。熱熱のホットケーキは、そのま
ま母の愛情の暖かさに包まれているよう
で幸せの味でしたね。
そして今、パンケーキをホテルというグ
ローバルな空間で、世界各国のお客様に
お出ししています。オヤツを食べる側だっ
た私が、立場が変わってつくり手になっ
ても、母親がくれたぬくもりの味を大切
にしていきたいですね。

パンケーキも大好きですよ。粉モンス
イーツはフランス菓子といった緻密なお
菓子とは別物ですが（笑）。同じ素材で
もクレープになったりワッフルになった
り、パンケーキになったりと粉モノは
まったく違う顔を見せます。シンプルで気
取らなくて簡単で、気軽に美味しく食べ
られる。それが魅力ですね。このデニー
ズのキャラメルハニーパンケーキのおい
しさは、僕のつくる「ハニーハント」と
いうお菓子にもいかされていているんで
すよ！

スイーツガーデン ユウジアジキ
オーナーシェフ

ホテルニューオータニ
シェフパティシエ

1996年マンダリン・ナポレオン・コンクール優勝
「横浜ロイヤルパークホテル」オープニングス
タッフを務め、その後「ビゴの店」やフランス各
地で研鑽を積み、「モンサンクレール」スーシェ
フ、2001年「デフェール」開店時にはシェフに
就任し超人気店に仕立てる。自店「スイーツ
ガーデン ユウジアジキ」をオープン(2010年)。
口コミサイト「食べログ」スイーツ部門で常にトッ
プにいる、超人気店である。



  

ホットケーキ 生クリーム添え(735円)
京都生まれの物腰の柔らかな店主が魅力の喫
茶。店名のソンジンは店主の名前を音読みした
学生時代からのニックネームから。オーダーが
入ってから豆を挽きペーパードリップ。珈琲は
ポットサービスで提供してくれる。ファミリー
層が多い街で、あえて「小学生以下はお断り」
という、大人の寛ぎを大切にした空間で楽しむ
ホットケーキは乙なものです。

CAFE SALON SONJIN （ソンジン）

注文を受けてから焼き上がるまで約30
分。メレンゲとセルクルにより高さ6セ
ンチ前後と超厚だ。フワリと軽いモダ
ンな味わい。溶かしバターとシロッ
プ、生クリームをからめてどうぞ。
※ランチタイム後の14時からの提供メ
ニューです。

ホットケーキ

横浜市都筑区中川中央1-5-4 センター北ミレナリオビル１F
TE11：30～20：006
営業時間11:00～22:00 定休日月曜



  

こんがりキツネ色に焼かれるホットケーキは専こんがりキツネ色に焼かれるホットケーキは専
用銅板で焼かれた直径約用銅板で焼かれた直径約1212センチ、厚さセンチ、厚さ22センセン
チほどのチほどの11枚モノ。生クリームとヨーグルトを枚モノ。生クリームとヨーグルトを
生地に混ぜ合わせ生地に混ぜ合わせ1010分かけて丁寧に焼き上げる分かけて丁寧に焼き上げる
生地はフンワリとしているのに蒸されたような生地はフンワリとしているのに蒸されたような
シットリ感。オーナーがスタッフのオヤツとしシットリ感。オーナーがスタッフのオヤツとし
て焼いたのが始まりという同店名物。熱熱にバて焼いたのが始まりという同店名物。熱熱にバ
ターを溶かして食べればホッとする幸せの味がターを溶かして食べればホッとする幸せの味が
する。する。

香咲

香ばしいメープルシロップの秘密はカラメルを混ぜるという仕掛けが。添えられている生クリームもお
いしい。

ホットケーキ

東京都渋谷区神宮前3-41-1
TEL 03-3478-4281
営業時間11:00～20:30 土・日・祝日13:00～18:00 定休日月曜

ホットケーキ (680円)



  

路地の街、北千住にあるがままにあるオー路地の街、北千住にあるがままにあるオー
ナー夫妻のセンス。日本人の原風景と懐古ナー夫妻のセンス。日本人の原風景と懐古
的な心地良さに溢れ、雨の日さえカフェに的な心地良さに溢れ、雨の日さえカフェに
いるのが心地良い。そんな昭和ロマンなカいるのが心地良い。そんな昭和ロマンなカ
フェのオーナーが幼き頃、絵本を読んでフェのオーナーが幼き頃、絵本を読んで
ずっと憧れだったフワフワで厚みのあるずっと憧れだったフワフワで厚みのある
ホットケーキ。大人になって自らそれを実ホットケーキ。大人になって自らそれを実
現してしまった。現してしまった。

粒がたった自家炊き小豆とホイップクリーム粒がたった自家炊き小豆とホイップクリーム&&バター。そこに自家製黒蜜をそそいで食バター。そこに自家製黒蜜をそそいで食
べる。抹茶の薫りと黒蜜のミネラル感ある甘味のコントラストが絶妙。べる。抹茶の薫りと黒蜜のミネラル感ある甘味のコントラストが絶妙。

東京都足立区千住2-31F
TEL 03-6311-1082
営業時間 11:30～19:00　定休日日曜

抹茶ほっとけーき

抹茶ほっとけーき(880円)

カフェ コンバージョン　千住2丁目店



  

北海道ホットケーキ(1000円)
札幌に本店を持つ、今の北海道を正しく美味しく伝え
るカフェ「椿サロン」の姉妹店では、道産食材をふん
だんに使用した個性的で魅力溢れるメニューを扱う。
17時までの限定で出されている人気のホットケーキ
は、専用の手づくりの木のプレートに乗って登場。生
地に砂糖は使わず、なんと、ほんのり甘い白樺樹液入
り。サイズも北海道のように広大なふっくらホット
ケーキを、銀座でご賞味あれ。

椿サロン Sapporo 銀座

白樺樹液は雪解けが始まる北海道の白樺樹液は雪解けが始まる北海道の
早春、早春、11年に年に11週間しか採れない貴重週間しか採れない貴重
な森の恵み。添えらるバターと生クな森の恵み。添えらるバターと生ク
リームも北海道産です。リームも北海道産です。

北海道ホットケーキ

東京都東京都中央区銀座7丁目 旧不二家本社ビル1F   
TEL03-6255-6767
営業時間火 土〜 11：30～23：30 日・祝11：30～22：00
月曜定休



  

ホットケーキホットケーキ(2(2枚枚945945円、円、11枚枚525525円円))
「ウエスト」のフラッグシップカフェ「青「ウエスト」のフラッグシップカフェ「青
山ガーデン」には、ここでしかいただけな山ガーデン」には、ここでしかいただけな
い限定メニューがいくつかあり、そのひとい限定メニューがいくつかあり、そのひと
つがホットケーキ。すべすべと思わず頬擦つがホットケーキ。すべすべと思わず頬擦
りしたくなるような生地の上でバターがりしたくなるような生地の上でバターが
ゆっくり融けていく。別添えのメープルシゆっくり融けていく。別添えのメープルシ
ロップをかけて口へ運べば、ふかふかジュロップをかけて口へ運べば、ふかふかジュ
ワッ・・・美しく懐かしい味わいに、今日ワッ・・・美しく懐かしい味わいに、今日
も紳士淑女からのオーダーが絶えないも紳士淑女からのオーダーが絶えない。。

磨き上げられた小振りのナイフ＆フォークが食べ手の品格を上げてくれる。室内ラウン磨き上げられた小振りのナイフ＆フォークが食べ手の品格を上げてくれる。室内ラウン
ジもゆったりと寛げる落ち着いた空間だが、爽やかなガーデンテラスを利用したいジもゆったりと寛げる落ち着いた空間だが、爽やかなガーデンテラスを利用したい。。

東京都港区南青山1-22-10
TEL 03-3403-1818
営業時間11:00～20:00
年中無休

ホットケーキ
洋菓子舗ウエスト 青山ガーデン



  

小倉ホットケーキ (480円)
創業四十有余年。変らずにあるからこそ愛され創業四十有余年。変らずにあるからこそ愛され
る、そんな軽食・甘味喫茶。る、そんな軽食・甘味喫茶。
名物甘味はママさん手作りのプリンや小倉餡。名物甘味はママさん手作りのプリンや小倉餡。
そして手作りでリーズナブルなおいしい定食。そして手作りでリーズナブルなおいしい定食。
パイプ椅子と低めのテーブル席、壁面のイラスパイプ椅子と低めのテーブル席、壁面のイラス
トに昭和の香りがプンプン。ホットケーキといトに昭和の香りがプンプン。ホットケーキとい
うちょっとノスタルジックな響きなものを食すうちょっとノスタルジックな響きなものを食す
には格好の舞台だ。には格好の舞台だ。

きよのや

昔ながらの銅板で注文後に焼きあげる。北海道小豆を丁寧に炊きこんだ小倉餡は甘さは控えめで旨味が
ギッシリ。人気が高じてテイクアウト販売もしているほどだ。そんな小倉餡タップリのホットケーキ、
なんと旨いことか。

小倉ホットケーキ

川崎市中原区小杉町3-445
TEL 044-722-3827
営業時間11:00～20:00 定休日日曜



  

喫茶店が大好きなオーナーが廃業したままだったホット
ドック店で珈琲喫茶を開業。「天国」という名称は、せっ
かく浅草まで観音さまにお参りに来たのだから、「天国」
に寄って行っていってほしいという「洒落」があるとかな
いのだとか?ホットケーキはメープルシロップを掛けてバ
ターを溶かして完成するオヤツ。甘さ控えめの軽い生地だ
からこそ、そのバランス良さが光るのが天国のホットケー
キだ。

東京都台東区浅草1-41-9
TEL 03-5828-0591
営業時間 12:00～18:30　定休日火曜

ホットケーキ

ホットケーキセット(900円)

天国

直径10センチ、全高3センチほどの小ぶりな
サイズは、オーナーの思うおやつサイズなの
だとか。確かに丁度良いサイズ。



  

開業開業5050周年記念宿泊プラン「“パネクーケン”ブ周年記念宿泊プラン「“パネクーケン”ブ
レックファスト ステイ」の朝食でのみ味わえる、レックファスト ステイ」の朝食でのみ味わえる、
オランダからのパンケーキ。ナイフのサクッと入オランダからのパンケーキ。ナイフのサクッと入
るモチモチの薄焼き生地に、バナナやパパイヤなるモチモチの薄焼き生地に、バナナやパパイヤな
どの季節のフルーツ、そして特製のメープルホイッどの季節のフルーツ、そして特製のメープルホイッ
プをたっぷりと添えて。これを食べるために泊まプをたっぷりと添えて。これを食べるために泊ま
る価値のある、ホテルオークラ東京の新たな逸品る価値のある、ホテルオークラ東京の新たな逸品
だ。だ。

欧風料理「オーキッドルーム」にて用意される。スモークサーモン＆サワー欧風料理「オーキッドルーム」にて用意される。スモークサーモン＆サワー
クリームも選べるので、ふたりで利用してどちらも味わいたい。クリームも選べるので、ふたりで利用してどちらも味わいたい。

ホテルオークラ東京
ホテルオークラ東京
東京都港区虎ノ門2-10-4
TEL 03-3582-0111
※宿泊プラン限定メニュー

パネクーケン

パネクーケン



  

東京都目黒区目黒本町3-5-7
TEL 03-6452-2803
営業時間11:00～22:00 木曜定休

ニューオータニ特製パンケーキ(1,800円) 
国産のリコッタチーズを贅沢に使用し、鉄板で丁寧に
焼き上げて供されるパンケーキ。メレンゲも加わり、
スフレに近いふわふわトロリの食感は幸せそのもの。
添えられるのはバナナと蜂蜜入りバター。3種類の
メープルシロップを好みでかけていただく。たかがパ
ンケーキ、されどパンケーキ。素材にこだわり手間を
かけた、特製の名に恥じぬ傑作だ。(サービス料別)

SATSUKI

ひと月にひと月に2,0002,000食出たと食出たと
いう話題沸騰中のパンいう話題沸騰中のパン
ケーキ。透明度が高く希ケーキ。透明度が高く希
少といわれる「エキスト少といわれる「エキスト
ラライト」をはじめ、ラライト」をはじめ、
「ライト」「ミディア「ライト」「ミディア
ム」とメープルシロップム」とメープルシロップ
の味比べが出来るのも楽の味比べが出来るのも楽
しい。しい。

ニューオータニ特製パンケーキ

東京都千代田区紀尾井町4-1 ザ･メイン ロビィ階
TEL03-5275-3177
営業時間6:00～24:00 年中無休
※パンケーキは11:00～17:00の:限定メニュー



  

東京ヒルトンホテルの東京ヒルトンホテルの19631963年開業当初から受け継がれ年開業当初から受け継がれ
ているオールデイダイニング ているオールデイダイニング ORIGAMIORIGAMIの伝統のデザーの伝統のデザー
ト。注文が入ってからスライスした林檎をフライパンでト。注文が入ってからスライスした林檎をフライパンで
バターソテーし、そこに生地種を流した後オーブンで焼バターソテーし、そこに生地種を流した後オーブンで焼
き上げて完成される。パリパリとした縁のついた姿がなき上げて完成される。パリパリとした縁のついた姿がな
んともユニークだが、著名人にも愛される由緒正しきパんともユニークだが、著名人にも愛される由緒正しきパ
ンケーキなのだ。ンケーキなのだ。

有塩バターをのせ、メープルシロップをかけていただく。モチモチ生地とシャキシャキ有塩バターをのせ、メープルシロップをかけていただく。モチモチ生地とシャキシャキ
林檎が相性抜群。ホテルの伝統的なメニューだが、初見の人にはクレープみたいな新食林檎が相性抜群。ホテルの伝統的なメニューだが、初見の人にはクレープみたいな新食
感パンケーキともいえる！感パンケーキともいえる！

東京都千代田区永田町2-10-3 ザ・キャピトルホテル 東急3F
TEL 03-3503-0872
営業時間 6:30～24:00※パンケーキの提供は11:00～ 年中無休

ジャーマンアップルパンケーキ

ジャーマンアップルパンケーキ 
　　　メープルシロップ、バターと共に(1155円)

ORIGAMI (オリガミ)



  

フォーシーズンズホテル椿山荘 東京にあるイタリア
料理「イル・テアトロ」の朝食限定で用意されるパン
ケーキが今年1月にリニューアル。メレンゲを加え
オーブンで焼き上げられた生地は、サックリふんわ
り。表面に大きな気泡がいくつもあって、サラサラの
メイプルシロップがよく染み込んでくれる。四季を彩
る日本庭園を眺めながら、風流なモーニングを過ごそ
う。

朝食では宿泊客向けのアメリカンなメニューを提供するダイ朝食では宿泊客向けのアメリカンなメニューを提供するダイ
ニングだが、宿泊客以外の利用も可能。同ホテルの誇る約ニングだが、宿泊客以外の利用も可能。同ホテルの誇る約22万万
坪の庭園散歩とセットで足を運ぼう。坪の庭園散歩とセットで足を運ぼう。

イル・テアトロ
東京都文京区関口2-10-8
フォーシーズンズホテル椿山荘 東京3F
TEL 03-3943-5489
営業時間 朝食6：30～11：00 昼食12：00～14：30 夕食17：30
～21：00
年中無休

リコッタチーズのふんわりパンケーキ

リコッタチーズのふんわりパンケーキ 
バターとカナディアンメイプルシロップ(1600円)
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