
自然な見た目の高機能花粉CUTメガネ

JINS　花粉カット
5,500 円～
（KIDS・JUNIOR は 3,300 円～）
JINS
☎048-929-2266

伸長率の高いアクティブに動ける
ストレッチスキニーデニム。
着回しやすいベーシックなフルレ
ングスタイプ。
①スキニーフィットデニム
3,289 円

裾に向かって細くなるテーパードシ
ルエットが、レッグラインを綺麗に
見せてくれます。
②テーパードデニム
3,289 円

AMERICAN HOLIC
☎048-933-9402

ほんのり透け感のあるやわらかな風
合いにゆったりシルエットが心地よ
いブラウス。
同素材のスカートとセットアップで
着るのもおすすめです。

①ブラウス　6,589 円
②スカート　7,689 円
ＳＭ２olohuone
☎048-969-4027

ノンニッケル素材の日本製。
華奢なキレイめデザイン。
①ピアス　1,540 円

通勤、通学の際も首元からオシャ
レを楽しむショートネックレス。
②プチペンダント　1,650円

ＨＤ by Heartdance
☎048-948-7272

旅先や自宅、オフィスでエッセンシャ
ルオイルの香りを楽しみやすい持ち運
べるアロマディフューザーです。

ポータブルアロマディフューザー
2,990 円
MUJIcom
☎048-923-5170

どんなBAGにも馴染むシンプルなパス
ケース。
新生活にオススメです。

リール付パスケース　2,750 円
Lbc with Life　☎048-954-6540

マグカップの上で広げてお湯を注ぐ
だけ。忙しい朝でも手軽にコーヒー
が楽しめるドリップタイプです。

カフェカルディドリップコーヒー　
マイルドカルディ
(桜柄限定パッケージ）
448 円
カルディコーヒーファーム
☎048-926-1250

進学・新生活祝いや、
プチギフトにも最適です。

アニマルタオル
各種　550 円
unpaseo
☎048-954-7676

取り外しやすいバングルタイプ。
カジュアルシックな日本製。
①腕時計　各 3,850 円
文字盤が大きく、大理石のよう
な大人可愛いデザイン。
②腕時計　各 3,278 円
ＨＤ by Heartdance
☎048-948-7272

心を込めて贈る”桜ほの香”
ギフトシリーズ

桜ほの香　ギフトシリーズ
132~1,650 円
HOUSE OF ROSE
☎048-922-8246

フランス語で「幸せ」と書かれたマグ
カップはおめでたいギフトにぜひ！

BONHEUR　マグカップ
1,100 円
Lbc with Life
☎048-954-6540

新入学・新社会人への贈り物におススメのアイテムです。

① uni  JETSTREAM　4＆1　各1,100 円
② トンボ　トンボのかきかたえんぴつ　各 660 円
③ クツワ　はねカル　スーパー2ドア筆入れ　2,420 円
④ ホールマーク　立体メッセージカード　418 円

くまざわ書店　☎048-922-7035

大人気のジェル状パックから
「ピーチ＆ジャスミンの香り」
が登場！

フェイスクリアジェル
（ﾋﾟｰﾁ&ｼﾞｬｽﾐﾝの香り）
2,200 円
HOUSE OF ROSE
☎048-922-8246

話題のヘパリン類似物質配合。
化粧水・乳液・美容液が一つになった
オールインワンタイプ。
さらっとした肌なじみなのに、うるおう肌
へ。

ロート製薬
モイすはだ 薬用ローション
オープン価格
AINZ&TULPE 　☎048-948-7534

災害時の備蓄食材にもなり
ます。3種のトマトを使っ
た本格的なカレーです。

素材を生かしたカレー
バターチキン 350 円

MUJIcom　☎048-923-5170

災害時は足元も危険です。水
をはじき疲れにくいスニー
カーがあると安心です。

疲れにくい撥水スニーカー
2,990 円

口腔ケアは風邪予防にもつ
ながります。水なしで使え
る上、歯ブラシも不要です。

歯みがきシート
290 円

新生活に役立つアイテムを取り揃えました。

①ハンギング衣類圧縮袋
②クリアボックスシリーズ
③ペット Tシャツ、ワンピース、
　チュールスカート
各種 330 円
3COINS　☎048-929-2307

お昼休みが待ち遠しいランチグッズが
多数登場です！

①ランチ BOX
②お箸セット
③カトラリーセット
④ステンレスマグボトル220ml
各種 330円

3COINS　☎048-929-2307

2/28(金) 発売予定
マスタードカラーが目を引く、大き目容量
のステンレス製タンブラー。
手で持ちやすい蓋が特徴です。春夏に大活
躍！

タリーズデイオフタンブラー
（マスタード）500 ㎖
3,300 円
タリーズコーヒー　☎048-951-4090

大好評の「立つ」ペンケース。上から押
すだけでペンスタンドに早変わり。

LIHIT.LAB　SMART FIT PuniLao
スタンドペンケース
1,540 円
くまざわ書店　☎048-922-7035

※限定パッケージはなくなり次第終了

※マスコットは別売です
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〒340-0034 草加市氷川町 1970
☎048-922-8960
東武スカイツリーライン（伊勢崎線）草加駅

草加 VARIE 

※表示価格は全て税込価格です。※商品は豊富に取り揃えてございますが、売り切れの場合はご容赦ください。※キャンペーンは予告
なく中止・変更になる場合がございます。※掲載内容に関するお問い合わせは各店舗にて承ります。

■営業時間  ：VARIE1▶10:00～21:00/VARIE2▶10:00～21:00
※一部営業時間が異なる店舗がございます。

時間 11:00～16:00 定員
場所 VARIE2

中央スペース

2/22（土）～24（月・祝）おひなさま工作
各日先着50名様

草加 VARIE 春 イベント春イベント

当日VARIE2にて税込1,000円以上の
お買物されたレシート提示にて1名ご参加頂けます。参加条件

時間 11:00～16:00 定員
場所 VARIE2

中央スペース

3/20（金・祝）～22（日）たまごのケース工作
各日先着50名様

当日VARIE2にて税込1,000円以上の
お買物されたレシート提示にて1名ご参加頂けます。参加条件

時間 11:00～16:00 定員
場所 VARIE2

中央スペース

3/28（土）～29（日） ポーチの絵付け
各日先着50名様

当日VARIE2にて税込1,000円以上の
お買物されたレシート提示にて1名ご参加頂けます。参加条件

時間 11:00～16:00 定員
場所 VARIE2

中央スペース

4/4（土）～５（日） ねんどの
イースターエッグ工作

アントステラ　
ホワイトデー特別催事

タリーズ　オリジナル
お絵かきタンブラーを作ろう!

各日先着50名様

時間 ①10:00～11:00 ②11:30～12:30
定員場所 各回4名様

※親子でご参加いただけます
VARIE2
タリーズコーヒー

参加費 1,600円（オリジナルタンブラーとお子様用のドリンク付き）
10:00～20:00 

当日VARIE2にて税込1,000円以上の
お買物されたレシート提示にて1名ご参加頂けます。参加条件

場所
時間

VARIE2
中央スペース

3/7（土）～15（日）

3/14（土）はホワイトデー！
アントステラ自慢のクッキー
ギフトをご用意。

3/1（日）より店頭にて
予約受付いたします。3/8（日）

タンブラーに好きな絵をかいて自分だけのタンブラーをつくろう！

アントステラ
☎048-922-5922

タリーズコーヒー
☎048-951-4090

リフォームフェア

パール&ジュエリーフェア
3/29（日）～30（月）

3/4（水）～5（木）
3/14（土）～16（月）

048-929-2226

チラシ持参で
ソフトクリーム各種

50円引き

３月平日限定

048-951-3522

平日限定
ドリンクとクレープセットを
ご注文でお会計より50円引き

2/21（金）～4/5（日）

048-924-8515

お買上の方に
ビアードパパポイントカード
1ポイントプレゼント

大特価
もへじ 黒糖くるみ
289円

2/21（金）～4/5（日）
2本目以降フレーム
10%OFF

※他のサービスとの併用不可

文具
20%OFF
※一部商品を除く

春物商品
30%OFF
※一部商品を除く

2/21（金）～4/5（日）

048-951-4090

コーヒー豆1袋 お買上げで
コーヒー豆 (20g)
プレゼント

3月　金・土・日限定

048-926-1250

スプリングフェア
開催

※一部商品を除く

2/21（金）～3/2（月）
5・6の付く日
ポイント2倍

048-933-9402

3/20（金・祝）～4/5（日） 3/15（日）まで

048-922-7035

048-951-4598

開催中

048-920-1630 048-948-7534

048-929-2266

048-948-7221

チラシ持参で
お好きな焼き鳥

5本セット500円(税抜)

2/21（金）～4/5（日）

0120-585-919

2/21（金）～4/5（日）
当チラシご持参の上、
ご利用のお客様に

ノベルティプレゼント

 スプリングセール
開催

3/19(木)～4/5（日）

048-954-6540

お得な情報が
盛り沢山！


