
Charcoal &

漢字の歴史と美の変貌を探るとともに、漢字にまつわるエ
ピソードなど、他に類を見ない漢字ワールド！最古の漢字
といわれる甲骨文字をはじめ、文字の統一を果たした奏
時代の漢字、世界初公開の文字の刻まれた兵馬俑など、
漢字が記された文物を展覧。漢字を芸術の域まで高め

た書作品など、中国の国家一級文物23点を
含む約110点を出品しています。

中国と日本をつなぐ食文化フェア

料理研究家とパティシエ、セーヌのシェフが開発した炭やお豆腐のスイーツ、
ヘルシーでカラダにうれしいフードのコラボレーションをお楽しみください。

中国も日本にも古くから伝わる書に必 要な【炭】と、中国から渡ってきた【豆 腐】。
カラダに良いとされる【炭】と【 豆 腐】を使ったスイーツの登場です！

東京富士美術館

漢 字 三 千 年 展
ー漢字の歴史と美ー

世界初公開！文字の刻まれた兵馬俑

10/20
木

12/4
日

Charcoal,Tofu,Okara
and Rice flour

和素材の小豆をプラスしたお豆腐スイーツ。ノンバター、ノンエッ
グの身体に優しいスイーツです。豆腐のケーキと小豆のジェラー
ト、食用の炭で描いたお皿のアートがオシャレな和モダンスイー
ツ。美術館らしい絵の具パレットでどうぞ。

炭の硯箱をイメージした石のプレートに
黒いシフォンケーキをのせたスイーツプレート。

中国から渡ったと伝えられているお豆腐を
ふんだんに使ったケーキ。

▲ 炭シフォンケーキプレート（小沢茶付）￥1,080
　 単品 ￥880

オリジナル炭クッキー
各￥280
兵馬俑／まんまるクッキー／お魚クッキー
●薬剤師／菓子工房Karun　小山由佳里

▼豆腐スイーツのアートパレット（小沢茶付）
　￥1,080　単品 ￥880

◀ 黒い炭パルフェ 780円

米粉に炭をプラスしたふんわり優しい口どけのシフォンに、炭のク
リームが滑らかにマッチします。炭のクッキー、炭とお豆腐の白玉
を添えてデコレーション。

薬剤師が開発した、
カラダにやさしい炭クッキー

Cookie Gift
ギフトにどうぞ！

炭かんてん

黒豆きな粉のジェラートポン菓子

炭の生クリーム

黒ゴマジェラート

炭シフォンケーキ

小豆あん

黒蜜

炭クッキー

バニラソフトクリーム

炭グラノーラ

特別展
限定！！

東 京富士美 術館カフェレストラン・セーヌからのお知らせです！！

Oct 20, 2016

27



Tofu & Okara

Garden Cafe

Monet’s
　Menu

おからタブレと野菜いっぱいサラダ ¥970 厚揚げ焼き野菜カレー ¥1,080 お豆腐グラタン（フォカッチャ付き） ¥880

●3種のミニパルフェ 各¥480
（チョコレート／ベリー／キャラメル）

●デニッシュソフトクリーム
 ¥580

●炭のシフォンケーキ ¥500 ●ガオー＆ミューの
　マドレーヌパルフェ ¥500

●炭パルフェ　¥500 ●パストラミビーフのサンド
●ツナサンド ¥580

料理家・豆腐創作料理研究家 山口はるの先生 監修 カ ラ ダ に や さ し い 美 術 館 フ ー ド

ダイエットの人もアンチエイジングの人も！おからパウダーを
使ったおからタブレ。おから効果でお腹いっぱいになる今話
題の美味しいダイエットサラダ。ヘルシーなサラダです。

お肉の変わりに厚揚げがゴロゴロ入ったヘルシーなカレーに、
季節のグリル野菜をトッピングしました。意外に相性抜群の、厚
揚げとカレーのコラボレーションをお楽しみいただけます。

お豆腐とミートソース、チーズのハーモニーが絶妙の寒い冬にう
れしい逸品。トロッとしてアツアツの、濃厚でありながらヘル
シーでクセにある味わいです。

Café Restaurant

Seine’s Special Menu

中国から日本に伝わった漢字の特別展示にちなんで、

中国で発祥したカラダにやさしいダイエット食【豆腐】を使った

【漢字三千年】展 特別メニューをお届けいたします！！

豆腐発祥の地は中国とされています。日本への伝来は奈良時代だとか。本格的に庶民が食べるようになったのは江戸時代。豆腐はたんぱく質や
脂質など体の基礎的な栄養素のみでなく、体を調節して健康を推進してくれる大事な食品。最近では、女性ホルモンに似たイソフラボンが大豆
に多く含まれている事や、ビタミンも多く含まれ、美肌にも効果大！！女性たちに注目の食材です。糖質ダイエット食もブームの中、豆腐を作る過
程で残るオカラも食物繊維が豊富でダイエットにも大人気！そんな豆腐やおからを使ったメニューをおつくりしております。

コーヒー
or 紅茶
付き

ガオー＆ミューは
東京富士美術館の
キャラクターだよ！！

セーヌ姉妹店モネも特別展期間中OPENしております。



ハーブチキンのラタトゥイユ（フォカッチャ付き）
¥1,080

カラダにやさしい薬膳リゾット（おからタブレ付き）
　¥880

3種のミニパルフェ　各¥540
（黒ゴマ・抹茶・キャラメル）

＊お好きなテイストをお選び下さい。

海老とズッキーニとバジルソースのペンネ
（フォカッチャ付き）¥970

▶中華風スープ¥450
▼ミネストローネ¥450

●カプチーノ（左） ●カフェラテ（右）
各¥380

●ホットチョコレート¥380 ●アイスチョコレート¥430

●オレンジジュース ¥430

Take-out

卵、バター不使用のほんわかサックリのスコー
ン。デトックス効果が期待できる炭スコーンには
チョコチップをプラス。くるみは、ナッツ類の中で
も、オメガ３系脂肪酸の含有量が非常に高いこ
とが分かってきました。また、ビタミンやミネラル
などの成分をバランスよく含んでいます。くるみ
の健康効果としては、生活習慣病の予防・改善
効果が。また、老化防止（アンチエイジング）や、
ダイエットにも役立つ効果があげられます。美味
しく食べて、元気にこの季節を乗り切ってみて
はいかがですか？

●炭スコーン＆くるみスコーン
　2種セット￥500／単品 各￥280

漢 字 三 千 年
 ─ 漢字の歴史と美

2016年10月20日（木）～12月4日（日）
10:00～17:00（16:30受付終了）
「漢字」は、中国文明の中で生まれた古代文字であ
りながら、誕生以来3000年の長きにわたって、
人々に愛され使われ続けています。その時代に最
もふさわしい形で表現され、読みやすさや書きや
すさ、そして美しさを模索され発展してきた、世界
で唯一の文字です。本展では最古の漢字といわれ
る甲骨文字をはじめ、文字の統一を果たした秦時
代の漢字、世界初公開の文字の刻まれた兵馬俑な
ど、漢字が記された文物を展観するとともに、漢
字を芸術の域にまで高めた王羲之や顔真卿の拓
本など歴代の名書作品、歴史上の人物が書いた書
作品など、中国の博物館・研究機関17ヶ所から、
国家一級文物23点を含む約110点を出品致しま
す。漢字の歴史と美の変遷を探るとともに、漢字
にまつわるエピソードなどを紹介し、今まで他に
類を見ない漢字ワールドを展観いたします。

薬剤師が開発した焼き立ての
ヘルシースコーンを召し上がれ！

脂肪の燃焼や、美肌・美髪を支える効果、視力回復な
どの効果があるとされている黒米を使用した薬膳リ
ゾット。この時期おいしい舞茸やしめじ、キクラゲを
たっぷり使い、カラダを温める生姜で味付けをした、
やさしいリゾットです。　●薬膳リゾット監修　舟久保琴恵

漢方薬の材料を使った中国料理。中国料理の底流に

は〈医食同源〉という考え方があり，すべての食物は薬

品としての効能も併せもっているとされています。

健康維持や健康増進，病気の予防・治療，不老長寿な

どを目的とした中国発祥の料理です。

プラス￥450で
具だくさんのあたたかい
スープもどうぞ！

●コーヒー ¥250
●紅茶 ¥250
●アイスコーヒー ¥300
●アイスティー ¥300

おからパウダーで作る
おからタブレのレシピ

トマトは角切りにし、ボウルに入れ
て塩をふり5分ほど置く。

ほぐしたツナと、みじん切りにした
イタリアンパセリを加え混ぜる。

レモン汁、E.X.V.オリーブオイルを
加え混ぜる。必要であれば塩こしょ
うで味を調える。

１．に乾燥おからを入れ混ぜる。 「さらさらおからパウダー」
さとの雪食品株式会社
http://www.satonoyuki.co.jp/
丸大豆を100%使用した乾燥おからです。食物繊
維・大豆タンパク質・イソフラボンなど大豆の栄
養分をたっぷり含んだ「おから」を乾燥させると、
使いやすく保存にも便利になりました。そのまま
でも食べることができるため、様々なメニューに
混ぜて召し上がる方が増えています。

【材料】
●乾燥おから
　大さじ4
●トマト…100g
●イタリアンパセリ
　約4本
●ツナ缶…１/２缶

●レモン汁…大さじ１
●E.X.V.オリーブオイル
　大さじ１
●塩・こしょう…適宜

セーヌのおからタブレ、ご家庭でもぜひどうぞ！
料理家・豆腐創作料理研究家 山口はるの先生のレシピ

薬膳とは？

カフェレストラン・セーヌのおからメニューは
【さとの雪食品】さんからご提供いただいております。

Yakuzen

東京富士美術館 展示会情報

http://www.satonoyuki.co.jp/


東京富士美術館 カフェレストラン・セーヌ

●お問合せ電話番号 050-5520-7671

〒192-0016 東京都八王子市谷野町492-1
●中央高速八王子インターチェンジ
第2出口より八王子市街方面へ進み、国道16号に合
流。三つ目の信号（谷野街道入口）を右折、直進し、
二つ目の信号（谷野町）を右折。

●圏央道あきる野インターチェンジ
あきる野インター（交差点）を左折し、新滝山街道を
直（5.5.km）、交差点を右折し直進（500m）。

●JR八王子駅より
　北口･西東京バス12番のりば

。ばりの番41はでま発92:21らか発始の曜土･日平（ 
日曜・祝日ものりばが変更になる場合があります）
・創価大正門東京富士美術館行き ・創価大学循環
●京王八王子駅より　西東京バス4番のりば
・創価大正門東京富士美術館行き ・創価大学循環

カフェレストラン・セーヌの
facebookで
最新情報をチェック！

What’s カフェレストラン・セーヌと食べられる炭「エイジバリア」がコラボした、
東京富士美術館「漢字三千年」展にちなんで開発した炭メニューです。

食物が体をつくり、言葉が心をつくります。人が何を口に入れたかの結果が健康や美のライフスタイルに

つながります。見た目の年齢が若いほど、健康寿命も長いといわれていますが、肌年齢を左右するコラー

ゲンの糖化が影響しているそうです。そんな見た目の年齢を守るために開発された純炭を使用した食用

炭、エイジバリアをスイーツやアイスクリームに使用したマリアージュ企画をお召し上がりください。

※店内は通常のお客様のご利用となります。
　予めご了承ください。
※雨天の場合は店内の一部をご利用となります。
※貸切のお時間は2時間までとさせていただきます。
※特別展示期間を除いた平常展示期間でのご利用となります。

※店内貸切パーティーの日程やお時間はご相談となります。
※お時間は2時間までとさせていただきます。
※特別展示期間を除く平常展示期間でのご利用となります。

●テラス貸切PLAN  15～20名様

●コース＆ビュッフェPLAN  20～30名様
●立食ビュッフェPLAN  30～50名様

カフェレストラン・セーヌでご会食や
お誕生会、パーティーはいかがですか？

アンティパスト／焼き立てパン／ハーブサラダ／本日のスープ／本
日のパスタ／メインディッシュ（ミートパイ トマトソース仕立て）
／デザート／コーヒーor紅茶（HOT/ICE）

全8品

コーススタイル
一週間前までに
ご予約ください。

P A R T Y  P L A N

少人数のパーティーやお食事会にどうぞ。

間仕切り個室ミニパーティー

●コーススタイルプラン
全7品（お一人様）￥2,700

※貸切時間は2時間となります。
●コーススタイルのみ 着席：6～15名様

※特別展開催期間中の貸切パーティーはご遠慮させていただいております。

一週間前までに
ご予約ください。

。ュジーアリマの】ツーイス炭【 るくつで炭用食な心安一界世

安全・安心な国産大豆とにがり寄せのこだわり
【おとうふ工房いしかわ】さんが生産する
美味しいお豆腐とオカラで作るメニュー！

カフェレストラン・セーヌのお豆腐メニューは
【おとうふ工房いしかわ】さんからご提供いただいております。

プーキをさし美な的康健てべ食くしいお 】源同食美【 
ハリウッドセレブたちも積極的に炭ジュースを飲んでいる
健康美容ブームの今日、あらためて炭の良さが世界的にも
注目されています。今回の炭スイーツ・マリアージュ企画で
は竹炭や麻炭のように植物由来の不純元素を含んでいる
品質管理されていない炭ではなく、食品や医薬品にも使
用されている高い純度の結晶セルロースから作られた安
全性に優れた純炭使用のエイジバリアを使いました。エイ
ジバリアは乳酸菌やオリゴ糖が配合されたインナー
ビューティーのための食べる炭なのです。インパクトのあ
るヴィジュアル化されたスイーツやケーキ。この機会にお
楽しみください。

【自分の子どもに食べさせたい豆腐をつくろう】そんな想いいっぱいのおとうふ工房
さんが愛知県にあります。日本の農業を応援したい、地球の環境を守りたい。昔から
の味わいを大切にしたいという理念で国産大豆とにがり寄せにこだわる工房は、料
理研究家の先生たちから絶賛される美味しい豆腐を作っています。今回カフェレスト
ラン・セーヌでは、お客様にお出しするお豆腐メニューのために【おとうふ工房いしか
わ】さんから美味しいお豆腐とオカラを毎日届けていただいています！

※炭スイーツ・マリアージュ企画には、株式会社ダスティックのご協賛
　料理研究家の山口はるの先生の監修で企画したメニュー開発です。

●株式会社ダスティック
　http://www.agebarrier.jp/

東京都世田谷区にて野菜と豆腐を中心とした美容と健康によい美的創作料理
教室の教室“spring’ kitchen”を主宰する他、イベントやメディア出演、雑誌・
書籍監修、企業等へのレシピ提供等多方面で活躍中。2011豆腐フェア
“DreamiaClub”レシピコンテストにて、準グランプリ、2014豆腐＆大豆食品
フェア東京大豆卸商協同組合ブース・運営監修、2015豆腐マイスターアワード
賞受賞豆腐マイスター協会・理事に就任

料理家・豆腐創作料理研究家
山口　はるの

豆腐マイスター認定講師、スイーツコーディネーター
お菓子教室K’s Flavor主催
豆腐＆ビューティーライフアドバイザーABCクッキングスクール製菓＆ブ
レット師範修得。フライパンを使って「バームクーヘン」雑誌記載。2000年
JHC主催ケーキコンテスト・タルト部門にて最優秀賞受賞。その他レシピ
コンテストにて多数入選。幼稚園、小学校、企業にてお菓子講習会企画な
ど、活動は多岐に亘る。　http://ameblo.jp/ksf-1019/

スイーツコーディネイター藤田圭子さんの特別展スイーツレ
シピ。カラダにやさしくて美味しい、炭とお豆腐スイーツの
セーヌオリジナルレシピを考案してくださいました！

薬剤師による安心・安全なお菓子工房 小山由佳里さんが
作る焼きたての炭スコーンやモネの炭シフォンケーキ。 お
土産の炭クッキーにも心が和みます。

有機肥料を主体にした農家の米粉を使用した【炭
シフォンケーキ】を焼いてくださる工房のマイス
ター。毎日心を込めて焼いてくださっています！

藤田　圭子
米粉シフォンケーキマイスター、カフェらいさー経営
大手銀行、信用組合、部品メーカー退職後、多くのマルシェ出
店を経て2013年横浜市南区に米粉パン専門店「カフェらい
さー」開店。食、農業、環境を融合させ、米粉パンを展開する工
房。有機肥料を主体に化学肥料や農薬を半分以下に抑えた
安心で安全なお米で作っています。
http://www12.plala.or.jp/raiser/

村上　孝博
薬剤師、米粉食品指導員、ローフードアドバイザー
食育豆腐インストラクター
菓子工房karun
薬学部を卒業後、病院薬剤師として働きながら、お菓子の勉強を始める。
その後師範科まで卒業し、お菓子教室を開講、更に工房を持ち、現在では
薬剤師の知識を生かした体にやさしいお菓子教室・料理教室を開講。
http://kasikouboukarun.jimdo.com/

小山由佳里

カフェレストランセーヌの特別展示メニュー開発で、
お豆腐や炭、オカラなど、カラダにうれしい安心の食材を使ったレシピ監修を
料理研究家の山口はるの先生にご協力いただきました！

株式会社おとうふ工房いしかわ　http://www.otoufu.co.jp/

http://www.spring-kitchen.com/

Charcoal Sweets?

【漢字三千年】展の特別メニューは、料理研究家の先生たちや、パティシエによるオリジナルレシピ。お菓子工房のマイスターたちが、安心で健康的なスイーツを毎日焼いてくださっています！

新潟県産コシヒカリ生産農家【グリーンプラスいしばし】のお米は、越野
平野の中央に流れる信濃川の左岸地域で栽培されています。皆様に食べ
て頂くコシヒカリは、粘土質で肥沃な田んぼを使用し信濃川上流の清ら
かな水を利用して栽培。有機肥料を主体に栽培しており、従来使用して
いた化学肥料や農薬を半分以下に抑え安心・安全なお米を作られていま
す。そんなおいしいお米の粉で作られたケーキをご堪能ください。
●農事法人　グリーン・プラスいしばし
　http://www.gp-ishibashi.jp/

炭ケーキとお豆腐ケーキは、新潟のこだわりの
米粉を使用しておつくりしています。

コース＆
ビュッフェ
スタイル

お一人様
￥2,700～

http://www.agebarrier.jp/
http://www.otoufu.co.jp/
http://www.spring-kitchen.com/
http://www12.plala.or.jp/raiser/
http://ameblo.jp/ksf-1019/
http://kasikouboukarun.jimdo.com/
http://www.gp-ishibashi.jp/
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