
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

この秋、フジビの特別展示「遥かなるルネサンス」展にちなんで、

「イタリアン・フェア」開催！

イタリア特別展示をご堪能したあとは、イタリアの味をカフェレストラン・セーヌで！

東京富士美術館
海外文化交流特別展

遥かなるルネサンス展
天正遣欧少年使節がたどったイタリア

9/21
木

12/3
日

※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。

コース＆
ビュッフェ
スタイル

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。

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。

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・セーヌのfacebookで最新情報をチェック！

Third World Shop？
What’s

Botanical cosmetics

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。●刺繍巾着(小)各540円

 Italian Food Fair

●ちび刺繍バッグ　各2,700円

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）

天正遣欧少年使節の足跡をたどりながら、彼らが
訪れたイタリア各地の都市の美術・工芸品を紹介
します。4世紀以上も前に彼らが経験した国際交流
の旅路を追体験していただくとともに、その当時、
彼らが訪問先で目にしたであろう、ルネサンス期の
イタリア美術をお楽しみください。

インスタグラムde
セーヌを投稿！

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！（※2017年12月3日まで）
「＃東京富士美術館カフェレストランセーヌ」もお忘れなく！

Italian

【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

【Rudy NATURE&AROME】ソープ　各740円

ミラノの西アッサーゴにあり、100年の歴史を持つ老舗コスメ工場、ルディプロ
フィーミが日本の家庭にイタリアの太陽と草花の香りを運んできました。1920
年から始まり、今では三代目の三人の孫たち、Giorgio（ジョージオ）、Lorenzo
（ロレンゾ）、Cristina（クリスティーナ）がそれぞれの才能を発揮しながら、昔か
らの伝統を守りつつ、現代の市場にあった新しい商品を生みだしています。華
やかでインパクトあるパッケージなので、プレゼント・プチギフトにも最適です。  

ルワンダの大自然の恵みと、その農園で働く人々の深い慈しみを一身に
受けて、大粒に豊かに実ります。愛情を込めて、一粒一粒手作業で丁寧
に、何層にも美味しさの衣を着せ、美しくおしゃれをして、お客様のお手
元へお届けする、宝石のようなお菓子。彩りが美しいスイーツです。

美容効果やアンチエイジングには欠
かせない食材。内臓周囲の脂肪細胞
を減らす作用が認められ、ダイエット
中の方にもおすすめ！胃潰瘍の予防や
便秘解消の効果があります。

「食を通じて、健康や美容へ貢献する」という観点からも、マカダミアナッツはその栄養面で
うってつけの食材。無農薬、手摘みのルワンダ産完熟マカダミアナッツの美味しさと栄養が
詰まっています。遠くルワンダでの雇用創出、経済発展を願って展開しています。

カフェレストラン・セーヌ de

イタリアを食べよう！

ソレントピッツァ（サラダ添え） 
¥880
ベニチアのゴンドラを連想させるユニーク
な形状のピザが登場！トマトピューレ、モッ
ツァレラチーズが入ったイタリア産のピッツ
アです。リーフ、ルッコラ、ミニトマト、オリー
ブ、バジルといっしょに美味しくいただけま
す。サーモン、玉ねぎ、パプリカのアンティも
ついた嬉しい一品。シェフおすすめのルネサ
ンス展限定メニューです。

焼き野菜とベーコンのピッツァ
（アンティパスト付き） 
¥970

6種のチーズで濃厚ピザを
味わってみてください！

本場イタリアからやってきた、
ゴンドラ風ピザ！

ゴーダ、モッツァレラ、エメンタール、ゴルゴン
ゾーラ、クリームチーズ、パルメザンの６種の
チーズをのせて美味しく焼き上げました。パプリ
カ、かぼちゃ、ズッキーニ、なす、ミニトマト、ブラ
ウンマッシュ、ベーコンがのったセーヌ風焼き野
菜ピッツァです。

Grilled �getables 
and bacon

Sanpellegrino
S�rento
Pizza サンペレグリノ

¥540

イタリアンフェアのメニューには
イタリアの炭酸水がオススメ！

一粒がつなぐ幸せ

100年もの歴史があるイタリアコスメ工場から、ギフトをご用意しました。

ジュエリーナッツ・カンパニーのマカダミアナッツ。

・ジュエリーナッツ　各540円
（チョコレート/ストロベリー/ベリーミックス/抹茶/ココナツ）
・キャラメルナッツ　440円

決して経済的、環境的に恵まれて
いないアフリカルワンダの発展を
願い生まれたスイーツです。

マカダミア
ナッツの効用

身体に良い油分
ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンEの代表的
なビタミンの他、ストレス耐性をつけるビタミ
ンB5、肌を健康に保つ効果があるナイアシ
ン、ミネラルや食物繊維も十分に含まれてお
り栄養価の高い健康食品として「ナッツを毎
日摂取すること」が推奨されています。

ビタミン・ミネラル・食物繊維

JewelryNuts

¥100
Cash Back!

Japan

PhilippinesIndia
Thai

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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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！子供から
大人まで大人気のスイーツです。

Cafe Restaurant

Seine’s

Garden Cafe

Monet’s
 Menu

マルゲリータ
（アンティパスト付） 
¥970

ミネストローネ
¥500

海老とイカのトマトクリームペンネ
（サラダ/フォカッチャ/アンティパスト付） 
¥1,080

パストラミビーフサンドと
ドリンクセット¥580
ツナサンドと
ドリンクセット¥580

ソレントピッツァ 単品¥630

ガオー＆ミューの
マドレーヌパルフェ
     ¥500

チョコレートベリーパルフェ ¥430

Take-outOK!

Italian MenuSweets

チョコレートとベリー・ブラウニーのミニパルフェ
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
※お好みのテイストを１つお選びいただけます。

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
しらった、ボリュームいっぱいのスイーツです。

イタリアン ベリーパンナコッタ ¥630

カワイイ植木鉢のパンナコッタや、珍しいパイ生地のティラミスに、
相性ピッタリの甘酸っぱいカシスシャー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。ガーデンシャベルのスプーンです
くって召し上がれ！

イタリア風 ティラミスパレット ¥630

ガオー＆ミューの
マドレーヌパルフェ

¥500

コクのある風味のとろけるパン
ナコッタ。食後のデザートにも
オススメです。

パンナコッタ 　¥380

３種のミニパルフェ¥540

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。

遥かなるルネサンス
天正遣欧少年使節がたどったイタリア

2017年9月21日 （木）～12月3日 （日）
10:00～17:00（16:30受付終了）

本展では、天正遣欧少年使節の足跡をたどりなが
ら、彼らが訪れたイタリア各地の都市の美術・工芸
品を紹介します。ルネサンスの中心フィレンツェか
らは、メディチ家の人々を描いた絵画や大公の工
房で作られた工芸品、一行が狩りを楽しんだバ
ニャイアからは、狩猟の様子を描いたタピスリー、
教皇との謁見を果たしたローマからは、教皇グレ
ゴリウス13世の肖像や使節訪問の記念メダル、
ペーザロからは物語の描かれた美しい陶器、ヴェ
ネツィアからは世界に冠たるガラス工芸や色彩豊
かなヴェネツィア派の絵画など、それぞれの都市
に花開いた特色ある作品が展示されます。とくに
メディチ家の宮廷画家ブロンズィーノが描いた《ビ
ア・デ・メディチの肖像》と、ヴェネツィアの画家ド
メニコ・ティントレットが描き、2014年に奇跡的
に再発見された《伊東マンショの肖像》は本展の
見どころです。
遣欧使節が日本に帰国したのは出発から約8年半
後のことでした。その間に豊臣秀吉によってキリス
ト教を禁ずる「バテレン追放令」が発令されるな
ど、彼らを取り巻く環境は大きく変わっており、そ
の後の彼らを待ち受ける運命は過酷なものでし
た。しかし、「天正遣欧少年使節」として海を渡っ
た4人の事績は、グローバル化が進む現代におい
て、日本におけるキリスト教の歴史という枠を超
えて、異文化間の相互理解という意味で、なお一
層の重みをもって私たちの心に訴えかけてきま
す。本展を通して、4世紀以上も前に彼らが経験し
た国際交流の旅路を追体験していただくととも
に、その当時、彼らが訪問先で目にしたであろう、
ルネサンス期のイタリア美術の粋を楽しんでいた
だければ幸いです。

Drink Menu
●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 ￥540

ミニトマト、トマトソース、イタリア産
モッツァレラチーズをのせて美味しく
焼き上げました。爽やかなバジルの香
りが食欲をそそります。このピッツァ
の名称は、イタリア王妃マルゲリータ・
ディ・サヴォイア=ジェノヴァに由来す
るとか。

トマト、ジャガイモ、人
参、玉ねぎ、キャベツ、
ベーコン、マカロニが
入ったスープです。ホカ
ホカ体も温まります。

※写真はパストラミビーフサンドです。

※写真はパストラミビーフサンドです。

パストラミビーフサンド
or
ツナサンドと
本日のスープ
各¥630

パニーニと
本日のスープ
¥630

海老とイカをトマトクリームソースでからめたペンネです。

焼き野菜のオイルペンネ
（サラダ/フォカッチャ/アンティパスト付） 
¥1,080
焼き野菜とニンニクをからめたオイルペンネです。

トマトキノコリゾット（サラダ付） 
¥880
ズッキーニ、なす、舞茸、ジメジを特製トマトソースで
煮込んだセーヌ風のリゾットです。

生ハムとルッコラのピッツァ
（アンティパスト付） 
¥970
ゴーダ、モッツァレラ、エメンタール、
ゴルゴンゾーラ、クリームチーズ、パル
メザンの６種のチーズをのせて美味し
く焼き上げました。生ハム、ルッコラ、
リーフ、ミニトマトがのったサラダ風
ピッツァです。

「遥かなるルネサンス」展を鑑賞して、イタリアを召し上がれ！

イタリアを食べよう！イタリアン・フェア開 催中！

Pizza

Penne

Minestrone

Sand&Soup

Panini&Soup

Risotto

Penne

Pizza

チョコとバナナの
ワッフル
¥430

デニッシュ
アイスクリーム 
¥580

ティラミスセット（ドリンク付）¥630

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。

フローズンフルーツ
いっぱいのキラキラ
ソーダ ¥540

レモンジャムを炭酸で割った
爽やかなドリンクです。

レモンソーダ¥490

イタリアの定番！
モッツァレラチーズ
たっぷり

Φ13.5cmのアンティーク風のグラスで、
ビッグなパンナコッタを召し上がれ！

美術館新館1Fカフェレストラン・セーヌの姉妹店カジュアルガーデンカフェ・モネ（本 館）もぜひご利用ください。

お花畑をイメージしたスイーツプレート。

生ハムとルッコラの
相性バツグン！

Drink Menu
●ブレンドコーヒー ￥250

●紅茶 ￥250

●アイスコーヒー ￥300

●アイスティー ￥300

●カフェラテ  ￥380

●カプチーノ  ￥380

●ホットチョコレート ￥380

●アイスチョコレート ￥430

●ブラッドオレンジジュース 

 ￥430

東 京 富 士 美 術 館  展 示 会 情 報



Garden Cafe

Monet’s
 Menu

パストラミビーフサンドと
ドリンクセット¥580
ツナサンドと
ドリンクセット¥580

ソレントピッツァ 単品¥630

ガオー＆ミューの
マドレーヌパルフェ
     ¥500

チョコレートベリーパルフェ ¥430

Take-outOK!
※写真はパストラミビーフサンドです。

チョコとバナナの
ワッフル
¥430

デニッシュ
アイスクリーム 
¥580

ティラミスセット（ドリンク付）¥630

●ブレンドコーヒー ￥250

●紅茶 ￥250

●アイスコーヒー ￥300

●アイスティー ￥300

●カフェラテ  ￥380

●カプチーノ  ￥380

●ホットチョコレート ￥380

●アイスチョコレート ￥430

●ブラッドオレンジジュース 

 ￥430
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