
私たちのくらしを彩る最も身近な存在とも言える
“器”に焦点を当てた展示。時空を超え、国境・地域
をも越えて、今日に残されたロマンあふれる多様な
ジャンルのえりすぐりの名品、約120件古今東西の
様々な悠久の美の精華をご堪能いただきます。

カフェレストラン・セーヌ  d e

和フレンチな食 卓

東京富士美術館

ときをかける器ロマン展
～西と東 古代・シルクロードから現代まで～

8/22
土

10/18
日

フランスはセーヌ川の名前のつくカフェレストラン・セーヌ。東京富士美術館で開催中の
【ときをかける器ロマン展】にちなんで、セーヌでは、フランス陶器マルシェやフレンチカ
ジュアルなテーブルコーディネート、フレンチ抹茶スイーツなどのフェアを開催中です！

お料理のアレンジや新しい見え方、味わい方…。ヌーベル・キュイジーヌを通して色とりどりの素材を
使った新しいお料理の見せ方をデザイン、器の上をデコレーションすることで、美しい器やテーブルを
飾る食の楽しさが生まれました。そして今や、フランスのおしゃれカフェではフレンチに抹茶をアレンジ
したメニューや抹茶を使ったスイーツが大ブーム！日本の食文化をフランス風にアレンジした新しい食
の楽しさがパリっ子たちを魅了しています。そして、カフェレストラン・セーヌのキュイジーヌ。それは、
東京富士美術館で【ときをかける器ロマン展】をご堪能いただき、セーヌで開催中のフランス陶器マル

シェを楽しみながらお料理をお召し上がりいただく。そんな心躍るひとときをお過ごしいただきます。
パティシエ手作りの、抹茶をふんだんに使ったデコレーションスイーツや抹茶スムージー、セーヌが提
携している静岡から届いた手摘み茶葉のお煎茶【小沢茶】など、フレンチでありながら和テイストの
セーヌ風キュイジーヌをお楽しみください。店内では、フランス直輸入のジュビエーヴ・レチュの【陶器
マルシェ】も開催中！この機会に、フランスでしか手に入らないお気に入りのアイテムを見つけてみてく
ださい。カフェレストラン・セーヌのスタッフ一同、みなさまのご来店を心よりお待ちしております。

french Romande

厨房や台所を意味するキュイジーヌ。70年代にはフランス料理の革命として
ヌーベル・キュイジーヌ（フランス料理の革命）が起こりました。

フランスで大人気！
カジュアルなジュヌビエーヴ・レチュの食器で
楽しむキュイジーヌ・スイーツ。
日本の和をデザインしたジャポニズムシリーズの器たち。フランス人が
デザインする和は、カラフルでカジュアルなポップアート。そんなフレン
チスタイルの器たちをセーヌ店内にディスプレイしました。フラワー
コーディネイターによるフェイクフラワーをあしらったフレンチテーブ
ルコーディネートは、プロのスタイリストが担当しています。日本では手
に入らないフランス直輸入のおしゃれな器を眺めながら、カジュアルフ
レンチなメニューをお楽しみください。

●フランスの陶器デザイナー ジュヌビエーヴ・レチュ
フランスのエッフェル塔やパリの街並みを描いたアートでカラフルな
お皿やファッショントレンドでもあるお花のテキスタイルのカップた
ち。カフェレストラン・セーヌでは【陶器マルシェ】を開催中！フランスで
しか手に入らないアイテムを揃えました。東京富士美術館【ときをかけ
る器ロマン展】にちなんだフランスのおしゃれなフランス直輸入の陶
器マルシェ。あなたのライフスタイルのお気に入りアイテムにどうぞ！

カフェレストラン・セーヌ de 和フレンチな食卓

ジュヌビエーヴ・レチュ 陶器マルシェ
フランス直輸入
フランス人が愛するカジュアルフレンチな器たち。 セーヌ店内で

ご 購 入
いただけます

フランスならではの
エッフェル塔の
お皿がオシャレ！

この情報誌ご持参でセーヌをご利用のお客様に、コーヒー（HOT）のおかわり一杯サービス！

東京富士美術館カフェレストラン・セーヌ

Sep 1, 2015
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Marché

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・セーヌでは、オープン当初から、東京富士美術館 館長さんの
ご提案で、店内に東京富士美術館所蔵のアメリカの写真家ハリー・エリスによる
100年前のパリ写真をディスプレイ。ベル・エポック時代のカフェやそこに集う
人々、パリの街並みを眺めていると、まるで100年前にタイムスリップしたような
気分になります。バリスタが淹れる美味しいコーヒーとシェフ手作りのお食事や
スイーツの数々を楽しみながら、古き良き時代のパリを感じてみてください。
（写真集「ベル・エポックのパリ」。東京富士美術館ミュージアムショップにて販売中）

●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）。

●JR八王子駅より
　北口･西東京バス12番のりば

。ばりの番41はでま発92:21らか発始の曜土･日平（ 
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

※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。

Belle Époque
セーヌ店内に飾られた100年前のパリの写真たち。
ベル・エポックのパリに思いを馳せて…。

東京富士美術館カフェレストラン・セーヌ店内にてフランス直輸入の陶器マルシェを開催中！

フランス国民に大人気！
アートでPOPなデザインのジュヌビエーヴ・レチュ陶器

Genevieve Lethu？
What’s

●ジュヌビエーヴ・レチュ
14人兄妹の13番目としてフランス・ナントに生まれたジュヌビエーヴ・レチュ。ナントといえば『文化』の街。フランス
の西部、ロワール川河畔に位置するナントは、フランスで最も緑の多い都市でもあり、ヨーロッパでは最も住みやす
い都市として選ばれた素晴らしい土地。そんな美しい都市で育ったジュヌビエーヴ・レチュは、教職に就くはずが自身
の感性を引き出す素晴らしいライフスタイル提案のお店を立ち上げます。私たちの暮らしで最も身近なテーブルウエ
アの分野において、人々の要望が満たされてい
ないと常々感じ、ついに自分の店を開く決心を
したのです。一つの店舗の中に、キッチンから
テーブルウエアまで、ショッピングバッグから
お皿、ナプキンといったテーブルセッティングに
至るまでの食文化を彩る世界観をつくりまし
た。食事の準備そして食卓に必要なあらゆる品
を提案するといったジュヌビエーヴ・レチュのア
イデアは、当時のフランスにおいては斬新なも
のでした。人々を満足させられる品揃えを熟考
し、1972年に最初の1号店を、現在では120店
舗がフランス国内にあり、多くのフランスの人
たちに愛されています。リーズナブルで美しく、
かつ機能的な品質とデザイン。心あたたかな雰
囲気のあるジュヌビエーヴ・レチュの器たちは、
フランスならではのおしゃれな食文化のアイテ
ムとして、人々に愛され続けています。

※シルバーウィークの振替休館日は9月24日（木）

協力：ジュヌビエーヴ・レチュ Asami Nabeshima

カフェレストラン・セーヌで陶器マルシェ開催中！！

カフェレストラン・セーヌ上部の壁面には、ベル・エポックのパリの写真が飾られています。

カフェレストラン・セーヌ
のfacebookで
最新情報をチェック！



Sweets

Coming Soon

セーヌ特製のパンケーキは、ふわっふわの
生地にバターたっぷりの濃厚な風味。抹
茶のソースをあしらった抹茶ジェラート
も、抹茶好きにはたまらない！セーヌの
シェフが選び抜いた濃厚な生クリームの

食感も絶品です♪

▼抹茶パンケーキセット（小沢茶付き）
　¥780

パレット型のお皿にスイーツをデコレーション♪
食べられるお花のエディフラワーをあし
らった抹茶ケーキや抹茶ジェラート、抹
茶パンナコッタに、ガーデンイメージ
の鉢植えスイーツも♥

◀お花畑の抹茶スイーツパレット（小沢茶付き）  ¥780

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。

◀抹茶パルフェ　¥680

コクのある濃厚なアイスクリームに、マカロンやベ
リー、ナッツをトッピング。３種類の中からお好み
のテイストをお選びいただけます。

▲３種のミニパルフェ ¥480
抹茶マカロン／ベリーチョコレート／キャラメルナッツ

抹茶のアイスクリームとふわふわのス
ポンジに、小倉あんを絡めた抹茶パン
ナコッタをのせて生クリームを飾った、
ボリューミーで和スイーツです。

◀抹茶パンナコッタ ¥630

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！

ベリースムージー ¥580
抹茶スムージー   ¥580

「ときをかける器ロマン展」
～西と東 古代・シルクロードから現代まで～

）日（ 日81月01～）土（ 日22月8年5102
10:00～17:00（16:30受付終了）

私たちのくらしを彩る最も身近な存在とも言える
“器” に焦点を当て、東京富士美術館所蔵の美術工
芸品を中心にご紹介します。 器の誕生にはじまり、
異文化融合の美意識をもつ器や日本の伝統的なハ
レの器、さらに現代のテーブルコーディネートから
未来の器まで、時空を超え、また国境・地域をも越え
て今日に残されたロマンあふれる多様なジャンルの
えりすぐりの名品、約120件で古今東西の様々な悠
久の美の精華をご堪能いただきます。 歴史・時間と
いう篩にかけられ淘汰されて今に伝わる作品群。そ
の個々の作品の魅力を存分にお楽しみいただくとと
もに、背景にある歴史と地域性にも思いを馳せてい
ただければ幸いです。本展が、器の魅力を再発見し、
過去と現在、そしてその未来性をも考える良い機会
となれば幸いです。

抹茶スイーツフェア カフェレストラン・セーヌでは、【ときをかける器ロマン展】にちなん
で、“ジャポニズム”をテーマにしたスイーツをお届けします。フランス
で大ブームの抹茶スイーツをセーヌ風アレンジでお楽しみください。

お茶の名産地・静岡の榛原郡は、鹿が
暮らすような山奥。この自然豊かな土
地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手摘みの小沢
茶は、手作りの心が伝わる逸品です。
特に和スウィーツとの相性は抜群！ぜ
ひ小沢茶の風味をご堪能ください。

「花鳥風月」は日本絵画が最も重視してきた主
題です。花や鳥がもつ生命の歓び、自然への畏
敬や讃美、吉祥的な内容、伝統様式を感じる
豪華絢爛な作品や写実的表現による繊細な
作品など。桃山から近代までの日本絵画を
たっぷりとお楽しみいただけます。 これらの多
彩な花鳥風月を愛でる風流な絵画は、日本人
の心のよりどころを表現し、時代の美意識を
あらわしています。本展では、東京富士美術館
所蔵の日本美術コレクションから、美しい風
景と自然を描いた屏風絵を中心に、花鳥風月
をテーマに名品を選りすぐり約50点を展覧す
るものです。

フランスで大ブームになっている、日本の「折り紙」。カフェレストラン・セーヌのシェ
フによる折り紙ワークショップを開催いたします。お料理の器の横に添えたり、箸置
きにしたり…。様々な楽しいお花をテーマに、折り紙をお教え致します。スイーツプ
レートとドリンクをセットした、うれしいイベントです。どうぞご参加くださいませ。

小 沢 茶とは
O Z AWA - C H A

カフェレストラン・セーヌ提携の
おいしいお茶

「花鳥風月ワンダーランド」
2015年10月27日（火）～12月25日（金）

東京富士美術館 展示会情報

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開催！！

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

折り紙ワークショップ

●9/５（土）、9/12（土）、9/19（土）、9/26（土）
●10/3（土）、10/10（土）、10/17（土）
各日15：30～16：30　（※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



Vege Buffet

カツレツのラタトゥイユ ボウル （秋野菜のサラダとスープ付） ¥1,280

Foods
ドリンク

（コーヒー or 紅茶）
プラス￥250

ドリンク
（コーヒー or 紅茶）
プラス￥250

粉チーズたっぷりのカツレツをバターガーリックライスにのせてボウル丼に仕上げました。
ハーブ野菜とラタトゥイユのソースで、ボリュームあるフレンチ丼をどうぞ。

本日のお魚リゾット （秋野菜のサラダとスープ付） ¥1,280
“本日の白身魚”を、バターとオリーブオイルで焼きあげ、ブイヤベー
スのチーズリゾットにトッピング。ホクホクのお魚とバジルソース
の薫り高いコラボレーションをお楽しみください。

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

焼き野菜のオイルペンネ ¥1,080
（フォカッチャ・アンティパスト・ミニサラダ付き） 

トマトきのこリゾット ¥870
（ミニサラダ付き） 

●パニーニのランチセット  ¥780 ●フランス・アルザス地方名物 タルトフランベ   ¥870 Seine特製 ミネストローネスープ ¥500コーヒー or 紅茶
（HOT / ICE）

ドリンク付

カフェレストラン・セーヌの器は、美濃焼の職人さんの手作り。大量生産の器にはない、味のあるライ
ンと、モノクロのマットな風合いが、美しい日本ならではの陶器です。和でありながら洋を感じるー。
そんなジャポニズムの感性をお食事と共にお楽しみください。

Present
【秋野菜いっぱいのVegeブッフェ】

セーヌからうれしいプレゼント！

●９種のアンティパスト　●野菜の冷製スープ
●焼き立てパン　●ハーブサラダ
●本日のミニパスタ
●野菜いっぱいのトマトソースハンバーグ
●スイーツプレート
●ドリンク

コースメニューチケットプレゼント
野菜いっぱいのハンバーグコース

野菜いっぱいのハンバーグコースチケット

9品￥4,200のコースメニューを、半額の￥2,100(税込）でお召し上がりいただけます。

¥4,200

50%OFF Ticket
●チケット1枚につき2名様迄有効 ●他のサービスとの併用不可 ●有効期限：2015年12月25日迄
●完全予約制（お電話にてご予約ください）　●ご利用の際こちらのチケットをご持参ください。

※写真は一例です。

水曜日
ブッフェ

秋の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。
旬のカボチャやサツマイモなどのスイーツもご堪能ください！
●秋野菜のオイルパスタ
●秋茄子とトマトのペンネ
●野菜いっぱいのトマトリゾット
●ハーブ野菜とポークミラネーゼフライ
●秋野菜のラタトゥイユ
●焼き野菜のドリア
●秋野菜とハーブのサラダ
●秋野菜のアンティパスト
●カボチャのスープ
●カボチャやサツマイモなどの秋野菜スイーツ
●ドリンク

毎週水曜日
11:00～14：00
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。
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