宮廷の日常食

宮廷の宴会食

宮廷料理の伝承

記録によると、朝鮮王朝の宮廷における日常

宮廷では王と王妃の誕生日や還暦、世子冊封など王族の慶事、また外国の使臣を

宮廷料理は幼子の時から徹底的に料理の訓練を受けた女官と、男性調理士であ

迎えるときに宴会食が作られました。宴会の規模や手続きにより進宴、進餐、進

る熟 手が作ったものです。各地方の特産物である海産物、肉類、野菜、穀物など

食事)｣と、早朝の｢初朝飯床｣、昼の｢ナッコッ

爵、受爵などに区分され、すべての宴会は都監(*国の重大事をつかさどる臨時官

サン

庁)で手続きを計画したり必要な物資を調達し、儀式の手順や呈才(宮廷音楽、舞

の収穫時期に合わせて新鮮な材料や加工品が宮廷に献上されたため、宮廷料理

床 (*｢昼の膳｣の意)｣など、数回行われ、早朝
(午前7時以前)にはお粥と干物で作ったおかず

踊)を含めて数回の予行練習をしました。宴会の料理については規模、種類、出さ

スラサン

食は、朝と夜の｢水刺床(*王と王妃の平常時の
チョジョバンサン

れる料理の名前を書いた饌品単子という献立が作られました。

を、朝と夜の水刺床は12品のお膳立てで円盤
(*丸い膳)と挟盤(*小さい膳)、鍋膳の3つの膳

宮廷料理、
韓国料理文化の
真髄

宮廷料理と全州珍味の調和

千年の古都で出会う宮廷の味

崔家に伝わる300年の伝統の味

自然の中で感じられる趣と味

宮

スリメ

瑤石宮

韓彩堂

味の里｢全州(チョンジュ)｣にある｢宮｣は、全羅道地域の良質な食材と天然調味料を

ユネスコ世界文化遺産の慶州(キョンジュ)、南山に屏風のように囲まれた｢スリメ｣

新羅の武烈王の娘｢瑤石公主｣が住んでいた宮の跡地にある｢瑤石宮｣は、慶州崔富

｢韓彩堂｣は自然の中で韓国の伝統とモダンな美しさが調和する宮廷料理専門レスト

使った、深く豊かな味わいの宮廷料理を提供しています。故・黄慧性先生から教えを

は、朝鮮王朝の宮廷料理履修者である朴美淑(パク・ミスク)院長が直接調理する宮

者と呼ばれる朝鮮時代の長者、崔家の韓屋を活用して崔家の子孫が運営している韓

ランです。自然から感じられる清潔でほのかな趣は韓国固有の情緒に似ており、そ

受けた正統宮廷方式に、全州地域特有の味を加えた｢宮｣の料理はすべて、重要無形

廷料理レストランです。スリメ農園で自家栽培した新鮮な食材と天然調味料だけを

定食レストランです。瑤石宮は2005年以降、数年間にわたる復元工事を経てオープ

の中で真心を込めて味をつくりだす格調高い宮廷料理には韓彩堂ならではの優雅

文化財に指定された李鳳周(イ・ボンジュ)氏の真鍮の食器に盛って出されます。｢宮｣

使い、宮廷料理本来の味を提供するのはもちろん、多彩な飲食体験プログラムを通

ンし、12代にわたって受け継がれた料理はおいしいだけでなく自然な美しさがありま

な品格が感じられます。自然の美と韓屋の美を中心に新たに改装した韓彩堂は、健

は、ユネスコ食文化創造都市に指定された全州韓屋村で、600年の歴史を持つ宮廷

して、宮廷料理を伝えることに取り組んでいます。スリメでは新羅王朝千年の古都で

す。また、すべての料理に有機栽培の材料を使用し、化学調味料を入れないことが

康的で気品のある、韓国伝統の上品な味を提供し続けるために努力しています。

料理と郷土料理を共に味わえる特別な体験をお届けします。

ある慶州の美しさを目で楽しみ、朝鮮王朝の味を舌で楽しむことができます。

鉄則です。そのため、各国の大統領や総理、大使などの貴賓・国賓を接待する晩餐会

結晶が｢宮廷料理｣です。宮廷料理は各地域から集まった献上品を使い、

の場所として愛用され、韓国の美しい文化を発信する場所として位置づけられていま

調理技術に優れた厨房尚宮の最高の腕によって仕上げられ、伝承されて

す。

きました。

クン

ヨソックン

ハンチェダン

など、多様な材料でさまざまな調理法を活用
して作り、キムチ類と醤類などが添えられまし

む気持ちから、形が崩れた野菜や魚は使わず、形の整った食材と、最も美味しい

王族に出されるお膳立ては約30～40種類の料理が用意され、紙やシルクで作っ

部分だけを選んで、最高の味と風雅を引き出しました。宮廷料理では刺激の強い

た｢床花(*造花)｣を飾ります。宴会のとき、王や王族は高排床(*大きい台盤)に並べ

香辛料は使わず、塩辛いおかずや辛いおかず、匂いの強いおかずなどの刺激的な

られた料理を食べるのではなく、別途で膳が用意されました。

味は避け、食材本来の淡い味が出るように調理します。

宴会が行われるときは宴会に参加する客だけではなく、楽師、舞踊手、兵士など

このように厳格な掟や法則に従って、体裁よく作らなければならない｢朝鮮王朝宮

すべての人々に料理が振舞われました。献立は身分によって異なり、宴会が終わ

廷料理｣は国家が指定した重要無形文化財です。これは朝鮮王朝最後の二人の王

ると王族の親戚や臣下の家にも料理が配られました。

である高宗(在位 : 1863~1907年)と純宗(在位 : 1907~1910年)に仕えた韓熙順(ハン

た。

・ヒスン : 第一代技能保有者、1889~1971年)厨房尚宮から、黄慧性(第二代技能保
有者、1920~2006年)先生が伝授を受け継承しました。現在は第三代技能保有者

がれています。

朝鮮時代は王権中心の文化を開花させた時代で、韓国の伝統食文化の
<水刺床の配膳図>

冊床盤

大円盤

王には地域の特産品と初物の食材が献上されたので、宮廷料理は全国

主なメニュー

主なメニュー

◦修鏡堂｢子｣コース : 100,000ウォン

◦半月定食 : 39,000ウォン

◦両班床 : 32,000ウォン

各地の新鮮な珍味と季節の料理、また節句料理が発達しました。

◦修鏡堂｢単｣コース : 70,000ウォン

◦鶏林定食 : 69,000ウォン

◦士大夫床 : 45,000ウォン

◦修鏡堂｢品｣コース : 55,000ウォン

◦雁鴨定食 : 99,000ウォン

◦宮廷床 : 67,000ウォン

宮廷料理は宮廷の厨房尚宮や王孫からの口承、宮廷宴会記録から伝えら

◦修鏡堂｢饌｣コース : 35,000ウォン

◦瑤石定食 : 159,000ウォン

◦珍味床 : 86,000ウォン

※ 上記メニューは韓国料理の特性上、

◦進御床 : 110,000ウォン

       都合により内容が変更されることがあります。

◦水刺床 : 150,000ウォン

       すべての価格はお一人様基準です
    （ただし、瑤石定食は4人前から注文承ります）。

飯の2種類で、おかずは肉類・野菜類・海藻類

は種類が多く調理法も様々です。また、調理する時は王に対して正当な政治を望

の韓福麗(1947年~)氏と鄭吉子(チョン・キルジャ : 1948年~)氏によって代々受け継

主なメニュー

◦お昼の特選(平日限定) : 15,000ウォン

で構成されていました。ご飯は白いご飯と赤

スクス

第一代技能保有者韓熙順尚宮

第二代技能保有者黄慧性

第三代技能保有者韓福麗

第三代技能保有者鄭吉子

寄せ鍋用
の鍋

れた韓国料理文化の真髄です。

小円盤

www.yosokkoong.com
慶州

www.surime.co.kr
◦ご予約・お問い合わせ 
+82-54-748-2507

新慶州駅

慶州
伝閔哀王陵

鮑石亭
慶州
南山

◦住所 慶尚北道慶州市内南面鮑石路110-32
◦アクセス 新慶州駅から車で約25分
◦営業時間

12:00~21:00
◦定休日 毎月第1・第3月曜日
◦その他 宮廷料理と韓国料理体験プログラムを運営

◦ご予約・お問い合わせ 
+82-54-772-3347
◦アクセス 慶州駅、
                      高速バスターミナルからタクシーで約5分、
◦営業時間  昼11:30～15:30

スリメ

◦ご予約・お問い合わせ 

◦住 所 慶尚北道慶州市校村アンギル19-4

                      新慶州駅からタクシーで約15分所要

景徳王陵

www.hanchaedang.or.kr

                        夜17:00～21:00
◦定休日 ソルナル(旧暦1月1日)、
                  秋夕(旧暦8月15日)

+82-31-792-8880、+82-31-791-8880

瑤石宮

◦住 所 京畿道河南市渼沙洞路38番地

鶏林

◦アクセス 地下鉄5号線｢上一駅｣3番出口

半月城

                     からタクシーを利用。

国立慶州
博物館

韓彩堂
上一駅

                     バスの場合、漕艇競技場入口で下車し、
                     徒歩で約10分
◦営業時間 昼11:30～15:00
                      夜17:00～22:00

吉洞、千戸洞

河南総合運動場

渼沙里
競艇場

大円盤

⑪ 生菜

㉒ 煮物

① 白飯

⑫ 熟菜

㉓ トジャンチョチ

② わかめスープ

⑬ 落とし卵

㉔ チョッククチョチ

③ 骨捨て皿

⑭ 煎油花

④ 醤油

⑮ 塩辛

小円盤

②肉

⑤ 酢醤油

⑯ 魚の塩漬け

① 赤飯

③卵

⑥ 酢入り唐辛子味噌

⑰ チョリゲ

② コムタン

④ 野菜

⑦ 冷たい焼き物

⑱ 片肉

③ お茶碗

⑤ すましスープ

⑧ 温かい焼き物

⑲ ソンソンイ

④ お皿

     (醤油味)

⑨ 刺身

⑳ チョッククチ

⑤ お盆

⑩ 醬瓜

㉑ トンチミ

⑥ お茶用の水

⑦ 茶瓶

冊床盤
① ゴマ油

宣廟朝諸宰慶寿宴図

宮廷料理は五千年の歴史を紡いできた韓国
の食文化が、幾多の王朝を経て朝鮮王朝に

王様のための食膳、
六百年の歴史を持つ朝鮮王朝の
味をご賞味ください。

至った時、最も華麗に集大成した結晶です。
韓国観光公社は、韓国料理文化の真髄であ
る宮廷料理を、正統に作り継承する10店のレ

宮廷料理の正統性を引き継ぐ

本当の韓国に出会う

宮廷料理と共に楽しむ韓流文化空間

王の父｢興宣大院君｣が愛した別荘

五感で体験する宮廷料理と文化

韓国の伝統の味とモダンな感覚が調和する

チファジャ

コリアハウス

三清閣

石坡廊

蓬莱軒

大長今

｢チファジャ｣は国家重要無形文化財 第38号｢朝鮮王朝宮廷料理｣の技能保有者で

ストランを選定し、より多くの人々がその味
と文化を楽しめるようにしました。

自然と芸術が融合し韓国伝統の趣と味を体験できる｢三清閣｣は、1972年7月4日の南

｢石坡廊｣は、朝鮮王朝の最後の王｢高宗｣の父であり、ひとつの時代を築いた興宣大

メイフィールドホテル内にある｢蓬莱軒｣は、宮廷様式の滑らかな軒の曲線と五色(青・

｢大長今｣は朝鮮王朝の宮廷料理の伝統と韓国の味を継承し、モダンな感覚で表現し

北共同声明発表後の晩餐会のために建てられた歴史的な場所です。自然が恵んでく

院君の別荘｢石坡亭｣のサランチェ(別棟)をそのまま移築した場所です。権力者の美

赤・黄・白・黒)の華やかな丹青(木造建築に様々な色で描く伝統模様)、鉄釘を一切使

た料理を披露する宮廷料理専門レストランです。

る宮廷料理専門レストランです。1991年の開店以来、正統宮廷料理を再現していま

として、国内外の観光客が必ず訪れる場所です。コリアハウスの宮廷料理は、朝鮮王

れる美しい環境と古く風情ある韓屋の真髄を感じることができ、公式的な宴会場と

しい別荘に相応しく、石坡廊の正門をくぐると、朝鮮末期の様式で造られた庭園と三

わない伝統方式で建てられ、韓国の美しい建築文化に触れ合える宮廷料理レストラ

大長今では韓国産大豆で手作りした醤類とキムチ、天然の食材を使った薬味類、全

す。真心を込めた料理とおもてなしで、韓国人から外国人まで韓国のすばらしい食

朝宮廷料理の技能保有者である韓福麗氏の監修を受けており、各種料理コンテスト

してだけでなく、ドラマロケ地としても有名です。三清閣では伝統を守りながら現代

軒の古風な韓屋が目の前に広がります。ここの宮廷料理は、厳選された食材と手作

ンです。朝鮮時代の宮廷女官の服を着たスタッフがいつでもお客様を歓迎し、27年

国の有名な産地から集めた貴重な食材料を使って真心を込め、王家や班家で受け

文化である宮廷料理の真髄を経験できるレストランです。

で華々しい受賞歴を誇るコリアハウス調理チームが最高の味を再現しています。

的にアレンジした宮廷料理も用意しています。ひっそりと静かな韓屋と、野外広場で

りの味噌・醤油類を使用し、真心と気品を込めて作っています。また、全国各地の職

の経歴を持つ韓国料理専門の料理長がホテル直営の忠清南道・礼山農場の旬の食

継がれた気品のある味を作り出しています。さらに、この大長今では韓国の文化遺

は宴会、公演、体験など様々な文化イベントを楽しむことができます。

人が作った伝統酒も一緒に味わうことができます。

材と伝統方式で漬けた味噌・醤油類を使って、清潔で品格ある宮廷料理を提供して

産のひとつである螺鈿漆器の職人イ･ジンホ氏の屏風作品｢蓮花図｣や5代目鍛冶屋の

います。蓬莱軒では韓国料理だけでなく韓屋(韓国の伝統家屋)、服飾など韓国の伝

チャ･インギュ氏の鍛造作品、そして朝鮮王朝の王の玉座を飾っていた屏風｢日月五

統文化を五感で体験し、まるで王様になったような気分を味わうことができます。

峯図｣を鑑賞することができる文化空間でもあります。

主なメニュー

主なメニュー

主なメニュー

主なメニュー

主なメニュー

主なメニュー

◦宮廷晩餐 : 195,000ウォン

◦大長今定食 : 250,000ウォン

◦宮廷水刺 : 209,000ウォン

◦宮廷水刺 : 160,000ウォン

◦蓬莱 : 210,000ウォン

◦ランチ特選 : 宮廷ユッケジャン 17,000ウォン

◦楓嶽 : 150,000ウォン

◦特選定食 : 伝統味付けカルビ焼き定食 29,000ウォン、
                         宮廷麦イシモチ定食 33,000ウォン

◦進御別晩餐 : 150,000ウォン

◦御眞正餐 : 150,000ウォン

◦三清水刺 : 154,000ウォン

◦石坡 : 130,000ウォン

◦長今晩餐 : 115,000ウォン

◦海隣 定食 : 122,000ウォン

◦健康野菜膳 : 64,900ウォン

◦万歳 : 110,000ウォン

◦宮廷進餐 : 74,000ウォン

◦聴雨定食 : 88,000ウォン

◦定食メニュー : 35,200~49,500ウォン

◦ランチコース(牛カルビ水刺など5種類) :
    63,000～73,000ウォン

◦緑吟定食 : 68,200ウォン

◦一品メニュー : 16,500~132,000ウォン

◦お昼の御膳(進宴、進饌、寿福) 
: 66,000~110,000ウォン

◦金剛 : 115000ウォン

◦伝統水刺床 : 美 39,000ウォン、
                             眞 54,000ウォン

◦水刺床食膳 : 100,000ウォン
◦進宴食膳 : 85,000ウォン

◦ランチ特選(大長今定食、ミニ宮廷韓定食など) :
    18,000～55,000ウォン

◦ランチ特選-チンジサン定食、チャドルバギグイ水刺
    (牛のともばら肉定食)など : 30,000ウォン

のもの、旬の新鮮な味と香りを豊富に含む最

◦大きなお膳 : 進餐水刺床 78,000ウォン、
                             進宴水刺床 88,000ウォン

◦季節の特選(お昼の食膳、きのこの石焼きビビン
バ定食など) : 37,000~65,000ウォン

※宗家の料理｢飲食知味方｣メニュー販売中55,000ウォン

◦一品料理-九折板(8種のクレープ包み)、

간체

※ 上記メニューは韓国料理の特性上、
      都合により内容が変更されることがあります。

※ 料金はホテルの都合により変更になることがあります。

クジョルパン

シンソンロ

www.jihwajafood.co.kr

    神仙炉(鍋)など : 15,000～98,000ウォン

+82-2-2269-5834
◦住 所 ソウル市鐘路区紫霞門路125
              (鐘路区清雲洞48番地)

チファジャ

◦住所 ソウル市中区退渓路36キル10
                    3番出口から徒歩約3分

➍

➌

◦営業時間 昼 12:00~14:00, 夜1部 17:00~18:30, 
景福宮

                     7018番バスに乗り、｢京畿商高｣で下車

➌
景福宮駅

コリアハウス

                   旧正月と秋夕の当日
◦その他 伝統芸術公演、
                  伝統文化体験も随時運営

➊
大韓劇場

南山コル韓屋村

+82-2-765-3700

三清公園

◦住所 ソウル市城北区大使館路3

◦ご予約・お問い合わせ 
成均館
大学

+82-2-395-2500
◦住所 ソウル市鐘路区紫霞門路309

                     (シャトルバス運行)

◦アクセス 地下鉄3号線｢景福宮駅｣

◦営業時間 10:00~22:00

                     3番出口から 車で約10分

◦定休日 なし

◦営業時間

昼 12:00~15:00,

◦その他 茶道・工芸・絵画・武芸など様々な
              伝統文化体験プログラムを運営

+82-2-2660-9020

www.seokparang.co.kr

◦ご予約・お問い合わせ 

◦アクセス 光化門から車で約10分

                  夜2部 19:00~20:30
◦定休日 毎月第3月曜日、

◦営業時間 昼 11:30~15:00,

                  秋夕(旧暦8月15日)の当日

路駅 ➋
忠武

◦ご予約・お問い合わせ 

三清閣

www.samcheonggak.or.kr

◦アクセス 地下鉄3・4号線｢忠武路駅｣

                     バス停「景福宮駅｣で1711番、7016番、

◦定休日 ソルナル(旧暦1月1日)、

일어

www.mayfield.co.kr

祥明大学

+82-2-2266-9101

京畿商業
高等学校

                     3番出口から徒歩約20分、

                       夜 17:30~22:00

www.kh.or.kr
◦ご予約・お問い合わせ 

◦ご予約・お問い合わせ 

◦アクセス 地下鉄3号線｢景福宮駅｣

してみましょう。

テジャングム

演、伝統文化体験、伝統結婚式など、韓国の美しさを一堂に楽しめる複合文化空間

全国各地から集まった特産品の中でも最上

その貴重な味と華やかな食膳を今すぐ体験

ポンレホン

ソウルの中心部にある｢コリアハウス(韓国の家)｣は、宮廷料理だけでなく伝統芸術公

ハン·ポンニョ

スラ

れた調理技術で用意した王の食膳。

ソクパラン

あった故･黄慧性教授の長女、韓福麗院長(第3代技能保有者)と黄慧性家が運営す

ファン·へソン

高の材料を選んで、手から手へと代々継承さ

サムチョンガク

景福宮

昌徳宮

                       夜 18:00~22:00
◦定休日

旧正月と秋夕の連休

◦住所  ソウル市江西区傍花大路94
祥明大学
附属小学校

洗剣亭
三叉路

洗剣亭址

金浦空港駅

松亭駅

◦アクセス 地下鉄5・9号線・空港鉄道
                 ｢金浦空港駅｣
                    からホテルシャトルバスで約5~10分

◦ご予約・お問い合わせ 

金浦国際空港
国内線ターミナル

松亭中学校

石坡廊

◦住 所 ソウル市松坡区オリンピック路300、
◦アクセス 地下鉄2号線、8号線｢蚕室駅｣

大韓航空

                     1・2･10･11番出口

◦定休日 旧正月と秋夕の連休
※ 料理写真協力 : 月刊『ホテルアヴィア』

+82-2-3213-4534
              5階(新川洞、ロッテワールドモール)

◦営業時間 昼 12:00~15:00,
                       夜 18:00~22:00

➓

www.daejanggeumkorea.com

蓬莱軒

◦営業時間 10:30～24:00
◦定休日 年中無休

テジャングム

蚕室

駅

➊

大長今

간체

ロッテワールドモール5階

ロッテワールドタワー
石村湖水公園
일어

宮廷料理
体験レストラン

