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販売期間 : 12/25●まで水

販売期間 : 12/25●まで水販売期間 : 11/25●～12/25●

期間中お買上げの方に無料ラッピング致します。

月 水

販売期間 : 11/22●～12/25●金 水

交通系 ICカードをタッチして、
お買物券やクーポンを当てよう！
※クーポン有効期限：2019年12月31日（火）

お子様連れのお客様限定で VARIE2 対象店舗にて
お買上げ時にクリスマスモチーフのシールをプレゼント。
VARIE2 館内 6 箇所に設置されているクリスマス
ツリーをデコレーションしましょう。

12/13（金）    12/18（水） 11/22（金） ～

12/8（日）

クリスマスツリーを
デコレーションしよう！

ぐるぐるクリスマスツリー工作教室 ねんどのサンタ工作教室ブッシュドノエル貯金箱工作教室

時間 13:00～16:00

MUJIcom店頭・MUJIpassport アプリ
からのご予約を承っております。

参加費
場所 VARIE2 中央スペース

11/23（土） MUJIcom
オリジナルマイバッグをつくろう

190～250円

時間 11:00～16:00 定員
場所 VARIE2 中央スペース

場所 VARIE2 中央スペース

11/30（土）・12/1（日） 12/21（土）・12/22（日）

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

各日先着50名様

※無くなり次第終了

時間 11:00～16:00 定員
場所 VARIE2 中央スペース

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

先着50名様 時間 11:00～16:00 定員
場所 VARIE2 中央スペース

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

各日先着50名様

  ※ 抽選は 1 枚の交通系 IC カードにつき、1 日１回限りです。

カステラの表面にチョコレートで
サンタの可愛らしいイラストを
デザインしました。　

クリスマスカステラ
特S号
1,080円 (1折)
[VARIE1] 銀座文明堂
☎048-922-7183

サクサクッとした味わいと口溶けの
よいまろやかなチョコレート 2種類
の組み合わせ。

クリスマス・アッサンブラージュ
ショコラエコルセ(ミルクチョコ・ホワイトチョコ・
ストロベリーチョコ )各 2枚・レコールドコーベ
(ミルクチョコ・ホワイトチョコ )各 1個
540円
[VARIE1] 本高砂屋 /☎048-928-4551

もみの木柄などバラエティ豊かなクッ
キーの詰め合わせ。クリスマス限定の
シロクマオーナメント付き！

クリスマスタワー
クッキー (チョコ＆ラズベリー・ピスタチオ・
チョコ＆ピスタチオ・苺 )各 3枚
540円
[VARIE1] 東京凬月堂 /☎048-922-7442

時代を超えて愛され続けるメガネを提案
する、JINS CLASSIC シリーズ。

JINS　CLASSIC　　
8,800円・13,200円
[VARIE2] JINS/☎048-929-2266

プリズムのように光り輝くダンシングス
トーンが美しいネックレス。

①K10YG　ダイヤモンドネックレス
（ダンシングストーン）　　30,800円
②K10YG　ダイヤモンドネックレス
（ダンシングストーン）　　30,800円
③K18YG　ダイヤモンドネックレス
（ダンシングストーン）　　88,000円
[VARIE2] ベリテ /☎048-920-1630

可愛くて愉快なお話で、親子一緒にクリスマス絵本を楽しみ
ましょう！

①「クリスマス トレイン しゅっぱつ」1,320円   
　株式会社　視覚デザイン研究所
②「100にんのサンタクロース」　　  1,650円
　 株式会社　文溪堂

③「ねんねしたら　サンタさん」　　　　 935円　
　株式会社　ほるぷ出版

[VARIE2] くまざわ書店 /☎048-922-7035

人気NO.1 ハンドクリームから、季節限定の香り
3種がセットになったコフレ登場。

【数量限定】
LIPS＆HIPSスペシャルコフレ
タッチミークリーム
ミニサイズ 3種の香りセット
1,980円（30ℊ×3）
[VARIE2]AINZ&TULPE/☎048-948-7534

クリスマス限定モデルが登場。
ギフトに自分へのご褒美にいかがですか？

①タリーズスクリューボトル　　　　
3,157円
②タリーズスライドワンタッチボトル
3,003円
③ベアフル ®チェックコート (プチ )     
836円
④冬季限定　プリペイドカード     
1,000円～
[VARIE2] タリーズコーヒー /☎048-951-4090

人気の入浴剤をセットしました。
クリスマスのプレゼント交換に
いかがですか？

バススペシャルセット　
1,100～ 2,200円
[VARIE2] Lbc with Life
☎048-954-6540

© Disney 
Based on the “Winnie the Pooh” works

 by A.A.Milne and E.H.Shepard.

柔らかくて暖かいベストとひざ掛けで
暖かい冬を過ごしませんか？

①フランネル袖付ベスト　　　　　
2,200円
②サンゴパイル3WAY2重ひざ掛け
1,100円
[VARIE2]unpaseo/☎048-954-7676

” クラッシクプー” デザインの可愛いセットが限
定で登場！

”クラッシクプー”プチギフト L/V
各 1,430円 （30ℊ）
[VARIE2]HOUSE OF ROSE/☎048-922-8246

グラデーションがかかったカラーの
エコファーバック。ストラップ付で
ショルダーバックにも。

SALON de Ruban
エコファーバック
6,490円
[VARIE2] グランサックス
☎048-948-8477

やさしいミルク風味に仕上げた可愛い
ひよ子サブレーがクリスマス限定パッ
ケージで登場。　
クリスマス限定ひよ子サブレー
5枚入 573円
[VARIE1] 名菓ひよ子
☎048-922-1401

ボリュームのある 30枚のクッキーが
個包装で詰め合わせ。クリスマスパー
ティーの贈り物におすすめです。
　
ステラズバーレル
(クリスマス )
30枚入 2,160円
[VARIE1] アントステラ
☎048-922-5922

季節限定ベルギーチョコイチゴをはじめ、
お得なミニクレープ 5個セットをギフト
BOXに詰め合わせました。　

クリスマス限定5個セット
ベルギーチョコイチゴ・チョコバナナ・チョコ
クッキー・カスタード・みかん各1個
1,000円
[VARIE1] ラップドクレープコロット
☎048-922-1860

①

①

②

②

②

①

①

③

②

③

④

③

2万円以上お買上げで
限定オリジナルギフト
BOXをプレゼント !

家 族 や
友 だ ち へ

大切な人へ

Christmas Event
クリスマスイベント

クリスマスギフト

Gift

草加 VARIE

11月22日●～12月25日●

クリスマスフェア

金 水



※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。※画像はイメージです。
※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。

〒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 ■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。

販売期間  :  12/22●～12/25●日 水

お渡し期間：12/21●～12/25●土 水

  予約受付  : 12/20●まで金

販売期間  :  12/22●～12/25●日 水

販売期間：12/19●～12/25●木 水

Christmas 12/23
25

mon
wed

東口吹抜けスペース(ヴィ・ド・フランス前 )

10:00～21:00
(※12/23(月)のみ14:00～21:00)

10:00～21:00 14:00～21:00
12/23●～12/25●月 水 12/23●～12/24●月 火 12/24●～12/25●火 水

手毬鮨で作った雪だるまと、にぎり
RoLL鮨のにぎやかな盛り合わせ。

クリスマスにぎりRoLL盛合せ
1,728円
[VARIE1] 京樽
☎048-922-7552

テリヤキチキン・タマゴサラダ・
ハムなど、お子様に大人気の具材が
入ったサンドイッチをどうぞ。

プリティーオードブル
(2～3人用 )
テイクアウト 1,300円
[VARIE1]ヴィ・ド・フランス
☎048-922-6249

特製カスタード入りプチシューで可愛くデコレーション
しました。

①クリスマスケーキ(直径12㎝）
ご予約価格2,300円 ( 通常価格：2,600円）
②クリスマスチョコケーキ(直径12㎝）
ご予約価格2,500円 ( 通常価格：2,800円）
[VARIE2] ビアードパパ /☎048-924-8515

皮ごと食べられる海老に上品な
桜海老の香ばしさと、トマトや
レモンを効かせた甘味ある
ソースがクセになる味わい。

まるごと香ばし
大海老の旨みソース
(100g)
897円
[VARIE1] グリーン・グルメ
☎048-922-8070

手軽にヘクセンハウスがつくれる
キットです。

自分でつくる　
組み立てるヘクセンハウス
1,490円
[VARIE2]MUJIcom/☎048-923-5170

まとめた髪にプラス１アイテム！Xmasのお出かけにいかが
ですか？

①アレンジワイヤー　
②セットピン　　　　
各1,100～ 1,320円
[VARIE2]HD by heartdance/☎048-948-7272

今年注目のボアコートが主役のコーデ！ふわふわバッグもポイ
ントです。

①ベレー帽　　　　　　　　　　　　3,080円
②裏ボアリバーシブルコート　　　   8,580円
③3Wayワンピース　　　　  　　　4,180円
④rakunuku　ジップレスパンツ　  4,180円
⑤ファーマルシェバック　　  　　　 3,080円
[VARIE2]Lbc with Life/☎048-954-6540

ボア素材のGジャンと大人可愛いバッグがシーズンムードを
盛り上げます。

①衿付きボアGジャン　　　　　5,489円
②2WAYファーフラップバッグ  4,389円
[VARIE2]earth music&ecology premium store
☎048-951-4598

クリスマス期間限定の深煎りコーヒー
と高純度チョコレートをたっぷり混ぜ込
んだチョコレートケーキの組合せ。

①ノエル（200ℊ）750円
②ポロショコラ　   358円
[VARIE2] カルディコーヒーファーム
☎048-926-1250

大人気のペットアイテムにクリスマスバー
ジョンが登場です。

①②ペットかぶりもの
③④見せかけ衣装
各330円
[VARIE2]3coins/☎048-929-2307

果実味豊かなリンゴのシードルを
ベースに、香り高いカルヴァドスや
数種類のスパイスを漬け込んで香りづ
けしました。

ラシャス  
ホットアップルワイン（750ｍｌ）
1,526円
[VARIE1] 北野エース /☎048-920-6267

バラエティ豊かなラインナップで、
和幸のおいしさが詰まった 1品です。

パーティーセットMサイズ(4～6人用)
4,100円
[VARIE1] とんかつ和幸 /☎048-922-7529

お肉の専門店が贈る国産鶏を使用した
クリスマスの定番チキン。

国産ローストチキンレッグ (1本)　
626円
[VARIE1] ニュー・クイック
☎048-922-6086
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ご希望日3日前までにご注文ご希望日3日前までにご注文

ご希望日3日前までにご注文ご希望日3日前までにご注文

ご希望日2日前までにご注文ご希望日2日前までにご注文

①

※デコレーションのお菓子は別売りです。

[VARIE2]
☎048-929-2266

2本目以降
フレーム価格

10％OFF

[VARIE2]
☎048-933-9402

11/22(金)～12/31(火)

感謝祭
MAX

60％OFF

11/22(金)～12/1(日)

[VARIE2]
☎048-951-4598

ブラックフライデー
対象アウター商品

50％OFF

11/22(金)～11/25(月)
ニットチュニック
30％OFF
中綿ショートブルゾン
30％OFF

11/22(金)～12/1(日)

[VARIE2]
☎048-954-6540

毎週金・土・日は
ビーンズポイント

2倍

11/22(金)～12/22(日) ジュエリー&リフォームフェア
11/24(日)～11/25(月)

[VARIE2]
☎048-951-4090

[VARIE2]
☎048-920-1630

当チラシ持参の上、
当店ご利用の方に
ノベルティ
プレゼント

11/22(金)～12/25(水)

[VARIE2]
☎0120-585-919

パールフェア
12/4(水)～12/5(木)

リフォームフェア
12/13(金)～12/14(土)

ジュエリーフェア
12/20(金)～12/21(土)

ク リ ス マ ス パ ー テ ィ ー

お 家 で 楽 し む ク リ ス マ ス

ク リ ス マ ス を 彩 る ア イ テ ム

フェア


