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Third World Shop？

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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中！
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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！
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July 15, 2017

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
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。

7/15

9/3

土

日

東京富士美術館

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

ビアトリクス・ポター 生 誕 150周年
TM

ピーターラビット 展
TM

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。

（協力：第3世界ショップ）

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。
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

The Peter Rabbit
Exhibition!

世界中の人々から愛され続ける「ピーターラビットTM」。

™

その作者、
ビアトリクス・ポターTMの生誕150周年

を記念し、国内最大規模の展覧会を開催します。英

国ナショナル・トラストが所蔵する貴重な絵本の自
筆原画やスケッチ、彼女の愛用品など200件以上

の作品・資料が出品されます。
そのほとんどが日本

初公開！この機会に東京富士美術館で、ステキな
世界をお楽しみください！

の一部は、発展途上国の人々へと届けられます。おひとつ
●刺繍巾着(小)各540円

Garden gift

●ちび刺繍バッグ

Artists Goods

フォレストをテーマにした
ナチュラル 雑 貨 入荷！
で作られたナチュラルリースやうさ

珠玉のアクセサリーは、どれもデザイ

ナーで販売しています。かわいい森

アーティストYuki Ijiriが手掛けるク

にも最適です！

ス。リメイクアーティストM i n e ko

ぎのガーデンオブジェをギフトコー

ナーが生み出した一点もの。フラワー

のイメージのアイテムはプレゼント

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

（手前）
Sミニリース
（イエローローズ

アーティストたちの
手づくりの心 。
＊Yuki Ijiri

カフェレストラン・セーヌの棚に並ぶ

カフェレストラン・セーヌでは海外

◀
（後）
ベースムーン25xH

手に取ってみて、世界に優しい選択を。

各2,700円

ティークのピアスやキーホルダー。手

1,540円

1,520円

にとって触れてみれば、お気に入りの

ウッドチップフラワー）

ものがきっと見つかります！女性の

暮らしをアート気分で彩る数々の作
品が、皆さまをお待ちしております。

Italian

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。

かわいいうさぎの
ガーデングッズも
プレゼントにどうぞ！

＊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。

野菜のチップ

●ピアス 各1,080円

【Rudy NATURE&AROME】
ソープ

Soup

各740円

●森の野菜スムージースープ
（ホット or アイス）各¥

450

野菜がたっぷりミックスされたスムージータ

リアの太陽と草花の香りを運んできました。1920年か

イプのスープ。冷たいスープもホットも。お選び

ら始まり、今では三代目の三人の孫たち、Giorgio

伝統を守りつつ、現代の市場にあった新しい商品を生

ので、
プレゼント・プチギフトにも最適です。

2,490円

PA R T Y P L A N

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

全8品 ／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）

【Rudy NATURE&AROME】
（左から）
リキッドソープ各980円、
ミニローション各330円、
ハンドクリーム各740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。

にんじんムース

フルーツ
ワッフル

ハーブティーのみは

￥700

SNS映えしそうなスープですね。

ティーナ）
がそれぞれの才能を発揮しながら、昔からの

みだしています。華やかでインパクトあるパッケージな

スペアミントと
レモングラスの
ハーブティー

いただけます。ウサギの型抜きパンも添えて。

（ジョージオ）、Lorenzo（ロレンゾ）、Cristina（クリス

キャッロットバッグ（ラビット）

「森と野菜Fa i r」開催中！

▼小松菜の
スムージースープ

舗コスメ工場、
ルディプロフィーミが日本の家庭にイタ

▶

TM

物語の世界は、カフェレストラン・セーヌのお食事でも！！

ビーツの
スムージースープ▶

ミラノの西アッサーゴにあり、100年の歴史を持つ老

780円

TM

夏野菜いっぱいのスイーツやサラダ。

●シェル型トレイ 各1,080円〜

Botanical cosmetics

お花アレンジ

Vege & Forest

この夏フジビでピーターラビット に会える！
カフェレストラン・セーヌではピーターラビット 展にちなんで、

東京富士美術館 カフェレストラン・セーヌ

Salad

●森の焼き野菜バーニャカウダサラダセット
（本日のスープ、パン付き）¥

1,280

人参、ミニトマト、パプリカ、玉ねぎ、じゃがい
も、アスパラ、ブロッコリーなどの野菜、ハーブ
とハーブチキン。いっぱいの焼き野菜と生野
菜をミックスしたバーニャカウダサラダ。手作
りのバーニャカウダソースで召し上がれ。

〒192-0016 東京都八王子市谷野町492-1

Coupon 森の焼き野菜バーニャカウダサラダセット
●お問合せ電話番号

050-5520-7671

カフェレストラン・セーヌのfacebook
で最新情報をチェック！

1,000円でお召し上がり頂けます。

インスタグラム 投 稿 で
お会計¥100
キャッシュバック！

Sweets plate

にんじん
シフォンケーキ

こちらのクーポンをご提示ください。

クーポン

にんじんジェラートと
ピスタッチオジェラート

お店でお召し上がりのスイーツやフードを楽し
むシーンなど、お食事タイムのひとときを撮影
してインスタグラムでご投稿ください。その場
でスタッフにお見せ頂くと100円キャッシュ
バックとなります。
（※2017年9月30日まで）

●森の野菜畑スイーツプレート（ハーブティー付き）¥

1,080

物語に出て来そうな森をイメージした野菜がスイーツになりました。人参の

シナモンシフォンケーキ、人参ムース、人参ジェラートにピスタチオジェラー
ト、焼きたてワッフルにはフルーツと森のメイプルシロップをたっぷりかけ
て。畑を耕すようなスコップスプーンでお召し上がりくださいね。

a

Menu

夏の
期間限定
パルフェ！

TM

森と野菜をテーマにした、ピーターラビット 展開催中のメニュー！
夏野菜をたくさん召し上がれ！

b

ミニトマトとズッキーニ、夏野菜のガーリックオイルパスタ 単品¥ 880

c

ガーリックをきかせた夏に食べたくなるオイルパスタ。
ミニトマト、パプリカ、ズッキーニなどの彩り野菜とともにどうぞ。

展 示 会 情 報

パストラミビーフとハーブサラダの
（スープ付き） ¥ 880
ピッツァ

Parfait

フロマージュブランをぬった生地に玉ねぎとコ
ショウをのせて焼きました。生地の上には、ハー
ブサラダ、パストラミビーフ、ミニトマトがのった
夏らしいピッツァです。

◀フルーツいっぱい！
夏のトロピカルパルフェ¥ 790
この夏、セーヌ特製トロピカルパルフェ
が期間限定で登場！パイナップル、バ
ナナ、キウイ、ベリーのフルーツとワッ
フル、ソフトクリーム、グラノーラ、ヨー
グルトがつまったパルフェです。

黒米と焼き野菜＆焼きカレー

¥970

黒米に焼き野菜とカレーをグリルした焼きカレー。
一度食べたらクセになる美味しさです。
セーヌ特製ピクルスのデリ惣菜でどうぞ。

Special Lunch Set

Pizza
Mini-Parfait
Soda
▶フローズンフルーツいっぱい
のキラキラソーダ ¥ 540

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。

●スペシャルランチセット ¥1,620

お好きなメインディッシュにサラダとスイーツとドリンクが
セットになったお得なランチセットです♪

Lunch Set

3種のミニパルフェ
うれしい
ランチセット！

a.b.cより1品をお選びください！

本日の野菜いっぱいサラダ

コーヒー or 紅茶
（HOT / ICE）

本日のミニスイーツ

パプリカ、ナス、ズッキーニとゴロゴロしたミートボールの入ったセーヌ特製のラグーパスタです。

¥ 540

▶柚子ソーダ

お好みのテイストを1つお選びいただけます。

・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

ビ アトリクス・ポター ™ 生 誕 15 0 周 年
™

ピー ター ラビット 展

２０１７年７月１５日（土）〜９月３日（日）
10:00〜17:00（16:30受付終了）

※休館日 7月17日（月）を除く毎週月曜日と7月18日（火）

世界中の人々から愛され続ける
「ピーターラビッ
ト 」。
その作者、
ビアトリクス・ポターの生誕150
TM

¥ 490

周年を記念し、国内最大規模の展覧会を開催い

柚子ジャムを炭酸で割った爽やかな
ドリンクです。

たします。
ビアトリクス・ポター は1866年7月、
TM

ロンドンで生まれました。幼少期から動物や植物
のスケッチが大好きだったビアトリクスは、避暑
地として家族と訪れた湖水地方の豊かな自然に

緑茶
抹茶
セーヌ風ミートボールラグーパスタ 単品¥ 880

東 京 富 士 美 術 館

Green Tea & Sweets

手摘み、手もみの静岡の銘茶「小沢茶」
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。

出会い、生涯魅了され続けました。彼女の自然へ
の深い愛情とまなざしはピーターラビット シリー
TM

ズの世界観に色濃く反映されています。
ビアトリ
クスは絵本作家として得た収入をもとに念願だっ
た湖水地方に移り住み、
自然保護活動の先駆者、
農場経営者としても活躍しました。本展は、英国
ナショナル・トラストが所蔵する貴重な絵本の自
筆原画やスケッチ、彼女の愛用品など200 件以
上の作品・資料が出品され、
そのほとんどが日本
初公開となります。社会で女性が活躍するのが難
しかった当時、強い意志とあふれる才能で時代を

PaniniSet

Sandwich

¥ 630

Vege Buffet

【 野菜いっぱいのVegeブッフェ】

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。
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
●

11:30〜14:00
お一人様 ￥1,620

（学生の方は10％OFF）

小沢さんご夫婦が心を込めて作るお煎茶。

◀小沢茶ポット（あんみつ付）¥ 700

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）

パニーニと本日のスープセット

【開催日】
7月19日、
26日
8月2日、9日、
16日、23日

手摘み、手もみのお茶は
静岡ではここだけ！

各¥ 630

お子さまと
ご一緒に！

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

ご予約制

カフェレストラン・セーヌでは、親子で参加できる
「スイーツ&折り紙ワークショップ」
を開催いたします。
スイーツのデコレーションと折り紙が楽しめて、
さらにドリンクも
ついてワンコイン
（500円）
です。
ぜひ、親子でご参加ください！

●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
開催日

7/21
（金）
、
8/4
（金）
、
8/18
（金） 全3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

◀小沢茶
（お持ち帰り用/50g）

¥ 840

ご自宅などでもお楽しみ
いただける、お持ち帰り用
の小沢茶もございます。

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。

切り開いたビアトリクスの人生に焦点をあてなが
ら、
『ピーターラビット のおはなし』
の原点や絵本
TM

シリーズの世界を展観していきます。

