
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！！

July 28, 2018

30

Lunch Buffet Workshop

11:30～14:30
お一人様 ￥2,000
事前予約　10%OFF
学割　20%OFF

※他のサービスとの併用不可

折り紙ワークショップとスイーツプレートが
セットになった楽しいイベントです！！

折り紙ワークショップ
（14:30～15:30）
参加費：￥500

お子さまと
ご一緒に！

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

カフェレストラン・セーヌのfacebookで
最新情報をチェック！

PiPPi LANG STRUMP

8/24
金

8/10
金

8/25
土

9/15
土

フルーツいっぱい！
ワッフル

長くつ下のクッキー付き
フルーツワッフルタワー
（お茶付き）¥870

サンドイッチにケーキに焼き菓子、夏野菜サラダも。
セーヌアフタヌーンティーセット

（ハーブティー付き）¥2,160

パインにベリー、キウイにバナナ。
夏らしいフルーツを盛りだくさん　
デコレーションした焼きたてワッフ
ル。カスタードクリームと生クリー
ムでお召し上がりいただけます。

『長くつ下のピッピ』をはじめとするリンド
グレーンの代表作の原画、原稿、リンドグ
レーンの愛用品など、日本初公開のものを
中心に約200点を展示。特別映像、ピッピ
の住む「ゴタゴタ荘」の大型模型を再現。か
わいいピッピの世界をお楽しみください。

東京富士美術館 カフェレストランセーヌではこの夏、【長くつ下のピッピTMの世界展】にちな
んだカラフルなカラーをテーマにスイーツをお届けいたします。思わず、シェアしたくなる楽し
いプレートスイーツデコレーション。セーヌのパティシエたちが心を込めて手作りしています。

セーヌパティシエたちが作る手作りケーキや焼き菓子。サンドイッ
チも嬉しい、カラフルなカラーの楽しいアフタヌーンティーセット。
ピッピの物語に出てくる馬をイメージしたスコーン。夏野菜をいっ
ぱい召し上がっていただきたい、そんなシェフの思いで、カラフル
なサラダもセットに！生ミントとレモングラスの本格ハーブティー
も。夏ならではのティータイムになりそうですね。

ピッピの絵のようなビビットカラーのプレートにスイーツを
デコレーション！夏のスイーツアートをシェアしましょう！

お二人で
ミニパーティ
できちゃう！

フェアトレードを通して、様々な人との
貴重な出会いを結ぶ世界の伝統工芸たち。

Third World Shop？
What’s 東京富士美術館カフェレストラン・セーヌでは、人と人をつなぐ

フェアトレード&コミュニティトレード雑貨のマルシェを開催中！

カフェレストラン・セーヌでは、1986年途上国の貧困問題に着目し、「行政に頼らず
自分たちにできることを」と、日本初のフェアトレード事業団体“第3世界ショップ”
とのコラボレーションで、フェアトレードから視野を広げ、国内、海外問わず、問題を
共に解決していく事業「コミュニティトレード」の一環である、発展途上国でひとつ
ひとつが手作りの、真心こもる雑貨をご紹介しております。

カフェレストラン・セーヌでは、お食事以外にも様々なグッズを取り
揃えております。フェアトレードグッズは、色鮮やかでとても実用的
♪ インドの伝統的なミラー刺繍を施したハンドメイドポーチや、イ
ラストレーターNoriko Satoが手けるオリジナルプリントバッグな
ど。製品の売り上げの一部は、発展途上国の人々へと届けられま
す。おひとつ手に取ってみて、世界に優しい選択を。

fair trade人と人をつなぐフェアトレード&コミュニティトレード雑貨

embroidery
インドでつくられる手作りの伝統的な刺繍でスラムの女性の現金収入に。

ミラー刺繍はインド北西部の伝統的な刺繍。シスター・ルシアのもと、クジャラート州アーメダバードのス
ラムに暮らす女性たちの教育・福祉・雇用・医療を支援しています。現在300～400人の女性たちがミ
ラー刺繍を行っています。教育を受ける機会がなく読み書きもままならない女性たちは社会的にだけで
なく、家庭内でも低い地位に甘んじていることが多いのですが、セントメリーの仕事によって女性に現金
収入があることで、夫や義父母の自分に対する態度が協力的に変わったと、女性たちは話します。ミラー
刺繍製品をつくることは、この地域に暮らすスラムの女性たちが、誇りを持って生きるための仕事となって
いるのです。

イ
ンド
やタ

イ、フ
ィリピンなどの雑貨を販売

中！

（協力：第3世界ショップ）

イングリッド・ヴァン・ニイマン　《『長くつ下のピッピ』出版社用ポスター原画》 
1940年代後半　アストリッド・リンドグレーン社(スウェーデン)所蔵　
Illustration Ingrid Vang Nyman ©The Astrid Lindgren Company. 
Courtesy of The Astrid Lindgren Company

日本・スウェーデン外交関係樹立150周年記念

長くつ下のピッピTMの世界展
リンドグレーンが描く北欧の暮らしと子どもたち

7/28
土

9/24
月祝

【長くつ下のピッピの世界展ブッフェ】
ピッピ展期間のメニューが食べられるブッフェです！

焼きカレー、ラザニア、海老ときのこのジェノベーゼペンネ、ソレント
ピッツァ、ハーブチキン、野菜のトマト煮、冷製スープ、サラダ3種、
ケーキ、パンナコッタ、スコーンやクッキーの焼き菓子、塩キャラメルア
イス、コーヒー、紅茶、ブラッドオレンジジュースなど盛りだくさん。

●メニュー例※メニュー内容は変更になる場合がございます。

※写真はイメージです。※表示の金額は税込価格です。

Instagram投稿で
セーヌのスイーツやフード

¥100
キャッシュバック！

「＃カフェレストランセーヌ」

もお忘れなく！

※スタッフにお見せください！

ピッピのくつ下
をイメージした
クッキー！

※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

お一人様
￥2,700～

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。

●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。

間仕切り個室ミニパーティーコーススタイル コース＆ビュッフェスタイル

Japan

PhilippinesIndia
Thai



a

c d

b

【テイクアウトのお客様へ】美術館内での飲食は禁止となっております。ご了承くださいませ。

Take-out

OK!

うれしい
ランチセット♪

焼き野菜カレー（トマト煮付き）
 単品¥970
パプリカ、ナス、ズッキーニ、かぼちゃとチーズを
のせて焼いたセーヌ人気の焼き野菜カレーです。

海老ときのこのジェノベーゼペンネ
（フォカッチャ付き） 単品¥970
ジェノベーゼソースでからめたペンネに、海老とチーズ
をかけて焼いた舞茸、しめじを盛り合わせました。

トマトリゾット（ミニサラダ付き） 
単品¥880
パプリカ、ズッキーニ、ナスの夏野菜とトマト
ソースで合わせたセーヌ風のリゾットです。

セーヌ特製ラザニア（フォカッチャ付き） 
単品¥970
セーヌ風ラザニアが新登場！グラタンソース、ミー
トソース、ナスとチーズが入ったラザニアです。

Special LunchSet

Food 

S ets
スペシャルランチセット 

a.b.c.dからメイン料理1品をお選びください。

コーヒー or 紅茶
）ECI / TOH（ 本日の野菜いっぱいサラダ 本日のミニスイーツ

お好きなメインディッシュに、サラダとスイーツ、
ドリンクが付いたおトクなランチセットです。

サンドイッチとスープが
ついたお得なセットで
す。パストラミビーフサ
ンドとツナサンドからお
選びいただけます。

もちもちした食感のパ
ニーニに、ハムとチー
ズ、レタスをはさんだサ
ンドイッチとスープの
セットです。

本場イタリアから輸入のピッツァを、サニーレタス、水菜、紅芯大根、
ミニトマト、オリーブと合わせてサラダ風に仕立てました。

彩野菜とフルーツのサラダ（フォカッチャ付き） ¥980
サニーレタス、水菜、ベビーリーフ、トレビス、トマト、紅芯大根、
りんご、グレープフルーツなどの彩野菜とフルーツのサラダで
す。爽やかな風味のドレッシングで美味しくいただけます。

可愛らしい植木鉢のティラミス、爽やかな風味の
レアチーズ、サクサクした食感のパイとキャラメル
クリーム。オレンジゼリー、ミニパルフェ、フルーツ
が1枚のプレートにのったスイーツ懐石です。

ベリーシェイク、抹茶
シェイク、マンゴーシェ
イクよりお選びいただ
けます。

濃厚なキャラメルアイス、ソフトクリーム、
グラノーラ、ホイップクリームが詰まった、
贅沢なパルフェ風アイスクリームです。

ソレントピッツァ（トマト煮付き） ¥880

パストラミビーフサンド 
or  ツナサンド
（本日のスープ付き）
 各¥630

パニーニサンド
（本日のスープ付き）
¥630

冷製コーンスープ ¥380

ミネストローネ ¥450

スイーツ懐石（お茶付き） ¥1,080

シェイク各種
¥580

塩キャラメルアイスクリーム 
¥390

セーヌのパティシエが作るキャラメルミ
ニパフェは手作りのスプーンの形のジン
ジャークッキーで食べると、とっても美
味しい懐かしい味です。ワンコインでお
届けする小さなパフェです。

この夏からスタートするセーヌキャラメルキャンペーン。
木のブロックを組み合わせたセーヌのエントランス。子供からお年寄りまで、
皆さんが大好きなキャラメルがデザインされています。そんなセーヌ環境デザ
インコンセプトのキャラメルをスイーツキャラメルとしてお披露目いたします。

キャラメルミニパフェ
¥500

キラキラの器にマンゴー＆パッ
ションフルーツのアイスとベ
リー、パイン、キウイのフルーツ
がのった爽やかなパルフェです。

フルーツミニパルフェ
¥500

¥1,620

～セーヌのキャラメルスイーツシリーズ～

スプーンジンジャー
クッキーで食べる

セーヌのテラスでも
お気軽にどうぞ！

※写真はイメージです。※表示の金額は税込価格です。

スイーツも夏野菜も！彩りのキレイな
目で見て食べるカラフルメニューをどうぞ！
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