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！！
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Princess Tea time
de Seine

7/16

土

10/2

日

東京富士美術館

プリンス＆プリンセス展
〜語り継がれる幸せの言葉〜

多くの人を魅了するプリンス＆プリンセスへの憧れ
は、
いくつになっても時代を超えて、私たちの心の
中に眠っています。
どのような状況におかれても、
優雅なふるまいと広い心で、多くの人に勇気と希
望を送り続けてきたプリンス＆プリンセスの
魅力を再発見してみませんか？

カフェレストラン・セーヌ de

プリンセスのティータイム

Sweets Fair!

キ ラ キ ラ プ リ ン セ ス・ス イ ー ツ フ ェ ア 開 催 中！

Everyonemust be a
やさしい 心 をもつ人は 、みんな が プリンセス！

Princess! Pound Cake
こちらの情報誌をご持参で、
プリン
セススイーツ100円OFF!ご注文の
際スタッフまでお声がけください。

¥ 100 OFF!

●こちらの情報誌をご持参でご注文の方のみとなります。
●対象のプリンセススイーツは、プリンセス・キラキラス
イーツプレート、プリンセス・パウンドケーキ、シンデレラ
プリンセス・パルフェの3種類となります。
●他サービスとの併用不可
有効期限：10月2日（日）までとなります

●プリンセス・パウンドケーキ
（ローズティー付）￥870

ドライフルーツやナッツを詰め込んだセーヌ特製パウンドケーキを、カス

タードクリームやホイップ、ジェラートでトッピング。ティアラをイメージし
たココアパウダーやチョコレートソース、トロピカルフルーツでデコレー
ションした、
プリンセス展にちなんだ展示期間限定のスイーツです。

プリンス＆プリンセス展 期間
ガラスの靴のパフェ登場！ 限定

Sweets plate

Parfait

●シンデレラ プリンセス・パルフェ
￥750

シンデレラのガラスの靴をイメージした

●プリンセス・キラキラスイーツプレート
（ローズティー付）￥1,080

器に、キャラメルとチョコレートジェラー

プリンセス展にちなんだ展示期間限定の、女性に嬉しいスイーツ

セス展期間限定の特製パルフェが登場。

プレート。ガラスのコンポートに載った王冠のグラススイーツ、フ
ルーツロールケーキ、オレンジゼリー。さらにトロピカルフルーツ
やマカロンを散りばめ、キラキラと宝石箱のようなスイーツです。

ト、ホイップ、ブラウニーが載ったプリン

パレット皿の上に描かれたシンデレラス
トーリー。甘いスイーツで展示鑑賞後の
ひと時をお楽しみください。

Foods

ド リン ク

（コーヒー or 紅茶）
プラス￥300

フードメニューはプラス￥300でドリンク（コーヒーor紅茶）が付けられます。

クレープバスケットの野菜バーニャカウダ（スープ・パン付き）¥ 1,280

13種のサラダランチ（スープ・パン付き）¥ 1,280

プリンセス展期間限定の女性に嬉しい野菜たっぷりのランチメニューです。ハーブチキンと色と
りどりの野菜をローズマリーとグリルして、クレープ生地のバスケットに詰め込みました。ピンク
色のスープは、ビーツのポタージュです。

グリーンサラダにルッコラ、ハーブ、トマト、ナッツ、チキン、生ハム、キヌアなど、全13種類の野菜
をたっぷり盛り付けたサラダです。南米アンデス山脈原産のキヌアは、食物繊維とビタミンがたっ
ぷりで、
女性ホルモンのバランスを整えダイエット効果もある世界で注目のスーパーフードです。

海老とアスパラのトマトクリームパスタ

（スープ付き） ¥

880

野菜と挽肉のラグーパスタ

（スープ付き） ¥

Lunch
Course

880

ちょっと贅沢にセーヌの特製ランチコース

ご予約電話番号

¥ 2,700

050-5520-7671

前日までに
ご予約くださいませ。

毎週水曜日は
ブッフェの日

ハーブサラダ
牛肉とハーブサラダのピッツァ
●トマトとチーズのピッツァ
●海老と野菜のトマトクリームパスタ
●ペペロンチーノ
●野菜とゴロゴロハンバーグのトマト煮
●アンティパスト2種
●野菜スープ
●スイーツ3種
●

毎週水曜日

11:30〜14:00
お一人様 ￥1,575

（学生の方は10％OFF）
※9/23
（水）
は祝日のため
開催いたしません。

アンティパスト

＋
チーズとトマトソースのハンバーグ

野菜をふんだんに使ったフレンチカジュアルなブッフェ。
旬の野菜やセーヌ特製スイーツをご堪能ください。
●

スープがついたお得なランチセット）

ビーツのスープ

白身魚の香草焼き

【 野菜いっぱいのVegeブッフェ】

（パニーニサンド、
サラダ、
アンティパスト、

2名様〜

or

Vege Buffet

880

ご予約制

（メインのお料理は２種類からお選びいただけます）

プリンセスランチコース

パニーニランチセット ¥ 780

牛肉とハーブサラダのピッツァ

（スープ付き） ¥

お子さまと
ご一緒に！

サラダ

スイーツプレートとドリンク

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！！

折り紙ワークショップ

カフェレストラン・セーヌでは、
プリンセス展にちなんだ
「スイーツ＆折り紙ワーク
ショップ」
を開催致します。
ミニパルフェのデコレーション、
ドレスや王冠の折り紙、
さらにスイーツプレートもついてワンコイン
（500円）
です。
ぜひご参加ください！

●折り紙ワークショップと
スイーツプレート
（ドリンク付）
のセット￥500
7/29
（金）、8/5
（金）、8/12
（金）、8/19
（金）、8/26
（金）、
9/4
（日）、9/11
（日）の全7回

各回15：00〜16：00 （※開始15分前にはお店にお越しください）

お問い合わせ電話番号

050-5520-7671

Sweets

東 京 富 士 美 術 館

展 示 会 情 報

Parfait

◀抹茶パルフェ

¥ 680

セーヌで大人気の抹茶パルフェ。抹
茶やソフトクリームに加えて、ナッ
ツマカロンやスポンジなど、様々な
食感が楽しめるパルフェです。

Smoothie

▶ベリースムージー¥ 580
▶抹茶スムージー ¥ 580

語り継 が れ る 幸 せ の 言 葉
2016年7月16日（土）
〜10月2日（日）

手摘み、
手もみのお茶は静岡ではここだけ！
小沢さんご夫婦が心を込めて作るお煎茶。

お茶の名産地・静岡の川根本町は、鹿が暮らす
ような山奥。この自然豊かな大井川の上流の山
の中腹でお茶畑を耕してきた小沢さんご夫妻
が丹精こめて作る小沢茶は、手作りの心が伝わ
る逸品です。セーヌのために美味しいお煎茶を
お届けくださっています。

▶小沢茶ポット（お菓子付）
¥ 700
▶小沢茶（50g）¥ 840

10:00〜17:00
（16:30受付終了）

プリンス＆プリンセスへの憧れは、
いくつになっても、時代が変わっても、私たちの心のどこかに眠っ
ているのではないでしょうか。
また、誰かにとってのプリンス＆プリンセスとして輝き続けていくこと

は、私たちの願いの１つではないでしょうか。東京富士美術館では夏休みの親子・家族イベントとし

て
「プリンス＆プリンセス展」
を開催します。

展覧会は二部構成で展開します。一部では、
「物語の中のプリンス＆プリンセス」
とし、
シンデレラ、
白

雪姫、眠れる森の美女などの貴重な挿絵本やそこから特別にデザインした再現衣装、関連作品など

を通して夢の世界へと誘います。私たちにあきらめない勇気や強い心を教えてくれる夢のサクセス・

ストーリー が 待っています。二 部 では 、
「 実 在 のプリンス＆プリンセス 」とし、ナポレオン
(1769-1821)と皇后ジョゼフィーヌ(1763-1814)、エリザベス2世(1926-)、ダイアナ妃

(1961-1997)などの服飾・宝飾品、絵画・写真等の関連作品を紹介します。多くの人を魅了し、時に

Mini-Parfait
◀３種のミニパルフェ

プリンス＆プリン セス

夏休み
企画

人気のスムージーに、甘酸っぱ
いベリーと、和の風味が薫る抹
茶が登場しました！

¥ 540

お好みのテイストを1つお選びいただけます。
手前から時計回りに）キャラメルソースとナッ
ツマカロン・バナナのミニパルフェ／ベリーソー
スとトロピカルフルーツのミニパルフェ／チョ
コレートとベリー・ブラウニーのミニパルフェ

波乱に満ちた現実にも強く生きる優美なプリンス＆プリンセスの実像に迫ります。
どのような状況に

おかれても優雅なふるまいと広い心で、多くの人びとに勇気と希望を送り続けてきたプリンス＆プリ

ンセス。本展を通して、
その魅力を物語と実写の両方から存分にご堪能いただけましたら幸いです。

東京富士美術館／関連イベント
7/23

仮面づくりでカーニバル

7/23

きらめきのガムラン演奏
＆トークショー

午後2時から1時間半程度
（開場は30分前）
会場：東京富士美術館／本館 ミュージアムシアター
料金：無料
（ただし、
展覧会の入場料金が必要、
土曜は中小生無料）
申込：先着200名
（申込不要）

土

土

7/31 よみがえる！
日

Soda

8/21

▶フローズンフルーツいっぱい
のキラキラソーダ ¥ 540

日

シャリシャリのフローズンフルーツを
宝石のように散りばめて、美肌効果の
あるザクロビネガーと炭酸で割った
女性に嬉しいドリンクです。

9/17

土

9/22

▶柚子ソーダ

木

¥ 490

柚子ジャムを炭酸で割った爽やかな
ドリンクです。

9/22

木

Take out OK!
●セーヌ特製
手作りなめらかプリン

¥ 630

卵と牛乳、生クリームだけで作られた、
添加物を使わない、セーヌ手作りの美味
しいプリンは、金曜日限定で販売いたし
ます。また、お持ち帰りOK! 食べ終わっ
たあとは、マグカップとしてご利用いた
だけます♪
カップをご返却の方は30円OFF

限定
30個
販売！

（2016 年度）

午前10時から1時間半程度
会場：東京富士美術館／本館 ガーデンカフェ・モネ
（ワークショップ室）
料金：材料費1人500円と展覧会の入場料金が必要です。
土曜は中小生無料。
申込：予約申込みが必要です。
（7月15日必着）

9/24

土

３大プリンセスショー＆撮影会

ヴァイオリン&ピアノの
プリンスが贈る情熱の
ステージ

11時〜／午後2時〜（各回約1時間、開場は30分前）
会場：東京富士美術館／本館 ミュージアムシアター
料金：無料（ただし、展覧会の入場料金が必要）
申込：先着200名（申込不要）
出演:西田けんたろう(ヴァイオリン)、須藤信一郎(ピアノ)

富士美茶会〜
プリンセスのひととき

11時〜／12時〜／午後1時30分〜／午後3時〜
会場：東京富士美術館／本館
料金：1席500円(抹茶・菓子付) と展覧会の入場料金が必要です。
土曜は中小生無料。
申込：各回30名(各回30分前より券売)

9/25

日

フジビdeマルシェ

11時〜午後4時
会場：当館正面入口(入場料金不要)
内容：作家手作りの一点モノやヴィンテージ品、
フェアトレード品などのお店が出店

世界的ヘアー＆メイクアップ
アーティスト水島裕作による
心のメイクアップ講座

午後2時から1時間半程度（開場は30分前）
会場：東京富士美術館／本館 ミュージアムシアター
料金：無料（ただし、展覧会の入場料金が必要）
申込：先着200名（申込不要）
講師：水島裕作（ヘアー＆メイクアップアーティスト）

オペラ座の道化師☆
パフォーマンス劇場

11時〜／午後2時〜／午後3時〜（各回約20分）
会場：東京富士美術館／本館 ミュージアムシアター
料金：無料（ただし、展覧会の入場料金が必要、土曜は中小生無料）
申込：先着200名（申込不要）
出演:ミュージック・クラウンみま (オペラ、アコーディオン、道化師)
午後2時から1時間程度
（開場は30分前）
会場：東京富士美術館／本館 ミュージアムシアター
料金：無料
（ただし、
展覧会の入場料金が必要）
申込：先着200名
（申込不要）
演奏:田辺祐子(ピアノ)

9/25 プリンセスの宝石箱
日

午後1時30分〜／午後3時〜
（開場は30分前）
会場：東京富士美術館／本館 ミュージアムシアター
料金：無料
（ただし、
展覧会の入場料金が必要）
申込：先着200名
（申込不要）
出演:文化服装学院学生ほか

〜ピアノコンサート

プリンセス・ギャラリーツアー
7/17

日

8/6

9/3

土

土

9/18

日

10/1

土

午後2時から1時間程度
会場：東京富士美術館 企画展示室
（
「プリンス＆プリンセス」
展会場）
料金：無料
（ただし、
展覧会の入場料金が必要）
申込：不要
担当学芸員が本展を楽しくわかりやすく解説します。

学芸員による西洋絵画展ギャラリートーク

7/30

土

8/13

土

8/27

土

9/10

土

午後2時〜
会場：東京富士美術館 常設展示室（「西洋絵画 ルネサンスから20世紀まで」展会場）
料金：無料
（ただし、
展覧会の入場料金が必要、
土曜は中小生無料）
申込：不要

※いずれも入場料金が必要（フジビdeマルシェを除く） ※予告なく変更となる場合がございます。 ※詳しくは東京富士美術館ホームページをご覧ください。
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Third World Shop？

中！
売
販

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！

リピンなどの雑
フィ
貨
、
を
イ
タ

Japan

India

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
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

Philippines

Thai

fair trade

つが手作りの、真心こもる雑貨をご紹介しております。

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。

embroidery

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。

フェアトレードが女性の地位向上に貢献
子 供から大人まで幅広い層に愛される、あたたかみのある刺繍デザイン。ひとつひとつ手刺繍され

たそのぬくもりの中に、キラキラと光る小さなミラー。このミラー刺繍商品はインド北西部のグジャ
ラート州の州都、アーメダバードにある団体、
「 セントメリー」から届きます。セントメリーは、スラム街
の入り口付近に位置し、スラムに住む経済的に恵まれず、社会的地位の低い女性たちを中心に、この

地域に伝統的なミラー刺繍の商品を作り販売することで、彼女たちに現金収入の機会をもたらす仕
事づくりを行っています。

Artists Goods

フェアトレードを通して、
様々な人との貴重な出会いを

アーティストたちの
手づくりの心 、お届け 。

カフェレストラン・セーヌの棚に並ぶ

結ぶ世界の伝統工芸たち。

ナーが生み出した一点もの。フラワー
●刺繍巾着(小)各540円

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

ラフトアートのブローチやネックレ
Nakamichiによるイタリアンアン

施したハンドメイドポーチや、イラストレー

ティークのピアスやキーホルダー。手

ターNoriko Satoが手けるオリジナルプリ

にとって触れてみれば、お気に入りの

ントバッグなど。製品の売り上げの一部は、

ものがきっと見つかります！女性の

発展途上国の人々へと届けられます。おひ

暮らしをアート気分で彩る数々の作

とつ手に取ってみて、世界に優しい選択を。
●バッグ

PA R T Y P L A N

アーティストYuki Ijiriが手掛けるク
ス。リメイクアーティストM i n e ko

実用的♪ インドの伝統的なミラー刺繍を

各2,160円〜

品が、皆さまをお待ちしております。

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）

＊Yuki Ijiri
フラワーコーディネーターとして活
動する傍ら、オリジナル雑貨やアク
セサリーなども手掛ける多才なアー
ティスト。ヨーロッパの新しいアート
クラフト技法を用い、自然の草花の
世界を美しく表現する。

珠玉のアクセサリーは、どれもデザイ

カフェレストラン・セーヌでは、お食事以外

全8品

（協力：第3世界ショップ）

●ブリキフラワー 各650円〜

＊Mineko Nakamichi
広告代理店で雑貨やステーショナリー
の商品企画・デザインを経た後、リメイ
クアーティストとして活躍する。アン
ティーク素材を組み合わせた独特のア
クセサリーは、世界にただ一つのもの。
●ピアス 各540円〜

※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。

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

050-5520-7671

●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）。

カフェレストラン・セーヌ
のfacebookで

最新情報をチェック！

