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カフェレストラン・セーヌ de

イタリアを食べよう！
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火

日

東京富士美術館 特別展

レオナルド・ダ・ヴィンチと
「アンギアーリの戦い」
展
レオナルド・ダ・ヴィンチの大作『アンギアー
リの戦い』
は、
フィレンツェ政庁舎（ヴェッキオ
宮殿）に描かれましたが、未完のまま終わっ
た幻の作品。その下絵の可能性があると言
われている絵画『タヴォラ・ドーリア（ドーリ
ア家の板絵）』
が日本で初公開されています。

女性たちから注目の

オーガニックハウスとカフェレストラン・セーヌがコラボしたイタリア企画が登場！
東京富士美術館 レオナルド・ダ・ヴィンチと「アンギアーリの戦い」展

カ フェレストラン セ ーヌ

オ ー ガ ニッ クハ ウ ス

イタリアン・フェア開催

Italian Food Fair

オーガニック野菜の自社農場をはじめ、海外のオーガニック生産者の想いをお届けしている
オーガニックハウスのイタリア食材とのコラボレーションメニューをどうぞ！
東京富士美術館【レオナルド・ダ・ヴィンチと「アンギアーリの戦い」】展の開催期間中、
カフェレストラン・セーヌとオーガニックハウスのコラボレーションメニュー企画イタリ
アン・フェアを開催します。イタリア直輸入のオーガニック食材でつくる本格的ピッツァ
やカルツォーネ、オリーブオイルやバルサミコのグロッサリーギフトなど、イタリアン・
オーガニックをカフェレストラン・セーヌとガーデンカフェ・モネでお楽しみください。

おみやげに！イタリア直輸入オリーブオイルなどのグロッサリーをどうぞ。

イタリアのピッツァと
カルツォーネを食べよう！
オーガニックハウスから本格的イタリアンピッツァが登場！ 有機小麦

粉・有機天然酵母使用の香り豊かな生地と、味わい深いビオチーズなどで

焼き上げるナポリ風ピッツァ。
オーガニックなこだわりの1枚をご賞味ください！

OLIVE JAPAN2015国際EXV
オリーブオイルコンテスト金賞受賞
イタリア シチリア産
オーガニックエキストラバージン
オリーブオイル
●250m（
l ゾットペラ）
￥2,380（税込）

1000年以上昔のオリーブの木を栽培してい
る歴史ある農家イタリアのロッソ家。古木の
平均樹齢は450年。古木になれば、
その実の
味わいや深みが増し、何百年も生き続けてい
る古い木は、
力強い味わいのオリーブを実ら
せます。農薬や化学肥料を使わず、オーガ
ニック農法を続けてきたオリーブオイルです。
有機チェリートマトのソース
330g ￥880（税込）

チェリートマトにとことんこだわった
ソース。
いつものトマトソースとの濃厚さ
と甘味の違いが分かります。1Lあたり
1.5kgのトマトを使用。

イタリアで初のオーガニック認定を
取得した伝統のホワイトバルサミコ
●ホワイトバルサミコ 250ml
￥2,000（税込）
標高300mのイタリアモデナの丘で陽
がいっぱい当たる傾斜と恵まれた気候
により甘く薫り高いブドウが育ち、誉れ
高い上質なバルサミコが生まれます。

有機チェリートマトのソース
［野菜入り］290g ¥1,080（税込）
チェリートマトで作る濃厚ソー
スで、
イタリア産の角切り野菜を
煮込んだ、自然な甘味のパスタ
ソース。

オリーブオイルとバルサミコをお試しいただける

イタリアンオリーブオイルイベント！
イタリアのオーガニック農法でつくられた
オリーブオイルとバルサミコを使ったミニ
サラダの試食イベントを、カフェレストラ
ン・セーヌのテラスで開催します！
（不定期開催となります）

カフェレストランSeineとオーガニックハウス コラボレーション企画

Italian Food Fair

世界中から探した本物のオーガニック食材をお客様にお届けしている
今、注目のオーガニックハウスとカフェレストラン・セーヌがコラボしたイタリアフェア開催！

レオナルド・ダ・ヴィンチ展
を記念したセーヌとの
コラボレーションメニュー
が登場！！

What's
ORGANIC HOUSE?
オ ー ガ ニ ッ ク ハ ウ ス と は

広大な自社農場でつくるオーガニック野菜を、独自のセントラルキッチンから、素材の

味を生かした特別かつ本格派のお惣菜を提供しています。イートイン・テイクアウト
で、幅広いお客様にご利用いただけるよう、デリ＆カフェ・百貨店内店舗を展開。日本
だけでなく世界各国から、信頼性の高いオーガニック食材・商品を取り寄せているオー
ガニックハウスが、今、食通の女性たちに人気です。今回の東京富士美術館 特別展で、
カフェレストラン・セーヌのコラボレーションメニューにご協力をいただきました。

ORGANIC
一人でも多くの人に、オーガニックの魅力を知ってもらいたいー。
そんなオーガニックハウスは、自社農場や世界各地の生産者たちの
素晴らしい食材をお届けしています。

扱う食材は健やかで美味しいだけでな
く、全て自社独自の厳格な食材基準を

クリアしたものを皆さまにお届けして
います。農 薬や添 加物がご心配の方

や、お子様がいらっしゃるご家庭にも
安心してお選びいただける商品をご用

意。皆さまの第二のキッチンとして、心
を込めて手作りのオーガニックのお総
菜をお届けしております。

認定を得たもの、産地が明確で防腐剤・発色剤・酸化防止剤などの食品添加物を使用しな

いもの。農産物は有機JAS認定をうけたもの、
もしくは栽培過程で化学合成した農薬や化学

肥料などを使用していないものを使い、今回カフェレストラン・セーヌのイタリアン・フェアに

登場するピッツァやカルツォーネを手作りしております。本物の素材の味をご堪能ください。

新宿三井ビル店／コピス吉祥寺店

http://e-organichouse.com/index.html

PA R T Y P L A N

●百貨店Deli…西武池袋店／そごう横浜店／そごう大宮店

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？
間仕切り個室ミニパーティー

コーススタイル

少人数のパーティーやお食事会にどうぞ。

一週間前までに
ご予約ください。

●コーススタイルプラン

全7品（お一人様）￥2,700

●コーススタイルのみ 着席：6〜15名様
※貸切時間は2時間となります。

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）

東京富士美術館 カフェレストラン・セーヌ
〒192-0016 東京都八王子市谷野町492-1

●お問合せ電話番号

オーガニックハウスで使用しているシーフードは、天然・自然環境で育てられ、
オーガニック

●路面店Deli & Cafe…霞ヶ関店／丸ビル店／赤坂アークヒルズ店／虎ノ門店／城山トラストタワー店／

●オーガニックハウス公式WEBサイト

全8品

すべてオーガニック食材にこだわって作られるピッツァやカルツォーネには、
“本当に良いものを食べてもらいたい”という熱い想いが込められています。

050-5520-7671

※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。

コース＆
ビュッフェ
スタイル

お一人様

￥2,700〜

一週間前までに
ご予約ください。

●テラス貸切PLAN 15〜20名様

※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。

●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

※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。

●JR八王子駅より
北口･西東京バス12番のりば
（平日･土曜の始 発から12:29発までは14番のりば。
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

●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）
。

Sweets

カフェレストラン・セーヌで
パティシエ手作りのオリジナル・スイーツをお楽しみください。

レオナルド・ダ・ヴィンチと
「アンギアーリの戦い」展

〜日本初公開「タヴォラ・ドーリア」の謎〜

2015年5月26日（火）
〜8月9日（日）
10:00〜17:00（16:30受付終了）

レオナルド・ダ・ヴィンチの未完の大壁画制作計
画《アンギアーリの戦い》は、フィレンツェのヴェッ

お花畑のティラミスパレット

イタリアン ベリーパンナコッタ ¥ 630

¥ 630

カワイイ植木鉢のパンナコッタや、珍しいパイ生地の

アンティークなイタリアンスタイルの大きなコンポート皿

ティラミスに、相性ピッタリの甘酸っぱいカシスシャー

たっぷりに、ふわふわのスポンジとパンナコッタとカシス

ベットとエディブルフラワーを添えたガーデンパレット。

シャーベットをのせ、ホイップとベリー、ミントをあしらっ

ガーデンシャベルのスプーンですくって召し上がれ！

た、
ボリュームいっぱいのスイーツです。

キオ宮殿の五百人広間を飾るため、16世紀初頭に
レオナルドに発注されました。この一連の装飾計
画はレオナルドとミケランジェロが戦闘画におい
て競演を演じたエピソードでも有名です。レオナ
ルドはこの壁画を完成させることができませんで
したが、部分的に描かれた壁画はその後、半世紀
以上のあいだ人々の見るところとなりました。本展
では、失われたレオナルドの壁画の中心部分を成
す激烈な「軍旗争奪」の戦闘場面を記録した、日本
初公開の《タヴォラ・ドーリア（ドーリア家の板
絵）》として知られる著名な16世紀の油彩画が展
示されます。さらに、ミケランジェロが構想した壁
画の原寸大下絵を模写した、同じく日本初公開の
16世紀の板絵《カッシナの戦い》を並べて展示し、
巨匠の競演の部分的な再現を試みます。さらに、
レオナルド自身による同壁画の準備習作素描、レ
オナルドの構図に基づくその他の模写作品や派生

ガオー＆ミューのマドレーヌパルフェ

¥ 500

東京富士美術館の「ガオー＆ミュー」キャラク
ターが可愛いマドレーヌパルフェで 登場！

３種のミニパルフェ ¥ 470

パンナコッタ

コクのある濃厚なアイスに、チョコレート／

コクのある風味のとろけるパンナコッタ。

キャラメル／ラズベリーの３種から選べる

食後のデザートにもオススメです。

¥ 380

ソースをトッピングしました。

子 供から大 人まで大 人気のスイーツです。

作品、関連する資料類、関連する歴史的人物の肖

Drink Menu

像画が出品され、多くの写真を用いた歴史的解説
のパネルと合わせて、レオナルドが試みた視覚の
革命を検証し、イタリア美術史上の一大エピソー
ドである失われた壁画の謎と魅力に迫ります。

スムージー（ベリー／カプチーノ）¥ 580
すっきりした酸味のベリーと、ほろ苦さがアクセントのカプチーノ。
夏にぴったりの爽やかなフレーバーです。

●ブレンドコーヒー

￥390

●カプチーノ

￥430

●カフェモカ

￥430

●カフェラテ

￥430

●キャラメルラテ

￥430

●抹茶ラテ

￥430

●ショコララテ

￥430

●紅茶

￥390

●アイスコーヒー

￥400

●アイスカフェモカ

￥490

●アイスキャラメルラテ

￥490

●アイスカフェラテ

￥490

●アイス抹茶ラテ

￥490

●アイスショコララテ

￥490

●アイスティー

￥400

●ブラッドオレンジジュース ￥430
●サンペレグリノ

￥300

Italian Menu

Cafe Restaurant

Seine’s

レオナルド・ダ・ヴィンチと「アンギアーリの戦い」展を鑑 賞して、イタリアを召し上がれ！

ドリンク付

コーヒー or 紅茶

オーガニック・ピッツァ4種類
（アンティパスト、
ドリンク付）¥ 1,080

（HOT / ICE）

オーガニック・カルツォーネのサラダプレート
（アンティパスト付）¥ 780

（※カルツォーネの種類は海老とキノコのアヒージョとなります）

（マルゲリータ／ペスカトーレ／クアトロフォルマッジ／フンギビアンコ）

海老とイカのトマトクリームペンネ

焼き野菜のオイルペンネ

（フォカッチャ・サラダ・アンティパスト付） （フォカッチャ・サラダ・アンティパスト付）

¥ 1,080

ハーブ野菜とミラノ風カツレツ

トマトキノコリゾット

¥ 870

（サラダ付）

¥ 1,080

ミネストローネスープ

¥ 500

¥ 1,280

（フォカッチャ付）

100年近い歴史を持つコスメ工場のボディケアアイテムや
カワイイお花バッグなど、イタリア直輸入のお土産はいかが？

Italian Goods

昔ながらの伝統を守りつつ生み出されるボディケア・アイテムの数々。
毎日使っても負担にならず、笑顔を絶やさないでいられるアイテムです。

イタリアン・ボディケアファクトリーの老舗・ルディ社は、イタリアで三代続く老舗ボディ
ケアブランド。創設者スピリディオーネ・カラブリーズ氏は、イタリアでスティック状の口
紅を初めて作った人物です。Tuscanyシリーズを手掛けるサポネリーマリオフィッシー社
は、100年以上のイタリアの歴史を今日まで保ち1894年より手作り製法のソープを作り
続けている老舗ブランド。

くるくるっと丸めて
お花になるトートバッグ
￥870
左から時計回りにTuscanyリキッドソープ￥1,300／Rudyリキッド
ソープ￥540／Rudyリキッドソープ￥980／Rudyソープ￥740

Garden Cafe

Monet’s
Menu
¥ 500
¥ 650

単品
カルツォーネ
ドリンクセット

水牛モッツァレッラ100％のマルゲリータ
海老とキノコのアヒージョ
モッツァレッラとトマトのジェノベーゼ

デニッシュアイスクリーム

¥ 580

チョコレートベリーパルフェ

¥ 430

Take-out

チョコとバナナのワッフル

¥ 430

ガオー＆ミューの
マドレーヌパルフェ

¥ 500

ティラミスセット（ドリンク付）

¥ 630

イタリアン・カルツォーネと、
イタリア直輸入オーガニックジェラートはお持ち帰りいただけます。
●オーガニックジェラート ￥390

イタリアンカフェ／マンゴーソルベ／ストロベリーソルベ／レモ
ンソルベ／ラズベリーソルベ／チョコレート／ヘーゼルナッツ

1935年創業の
「ジルド・ラケーリ」
の素材の良さを追求

したジェラートは、
ミラノをはじめ、
ドイツやイギリスなど

スムージー
（ベリー／カプチーノ）

ヨーロッパ各地で親しまれています。1997年、オーガ
ニック認証の中でも基準が厳しいといわれる
「デメター

¥ 540

各

認証」
をイタリアで初めて取得。余計なものを一切使用

していない、素材本来の味わいが楽しめます。

●カルツォーネ
ドリンクセット￥650 ／ 単品￥500

おみやげに
どうぞ！

小麦粉で作られた生地の中に具材を包みこんで焼いたイタ

リア発祥のピッツァ。イタリア直輸入のモッツァレラチーズ
を使用したマルゲリータ等、数種類ご用意いたしました。有

機ＪＡＳ認証取得の小麦粉を100％使用した生地は、
きめ
細かくもちもちとした歯触りで味わいがあります。

カプチーノ（左）／カフェラテ（右）

¥ 380

各

ブラッドオレンジジュース

¥ 430

※その他ガーデンカフェ・モネのドリンクメニュー各種ございます。

