
毎日表情を変える鉢の花、カーネーションはもちろん、華やかなアジサイも人気です。
お手入れのポイントをまとめたタグ付き。

A鉢花 アジサイ ５寸 4,536 円～

B鉢花 カーネーション 4寸 2,214円～

C母の日アレンジメント
「MAMAFULL」 ALLカラー 各3,240円

D母の日アレンジメント
「HAPPYFULL」 5,400円

Eカーネーションのブーケ
「ダズンカーネーション」 4,320円
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母の日にオススメの飯椀と湯呑み。
たくさんのお花で感謝の気持ちを贈りませんか？
母の日にオススメの飯椀と湯呑み。
たくさんのお花で感謝の気持ちを贈りませんか？

ドライフラワーなので長くお楽しみ
いただけます。置くだけでお部屋を
華やかにしてくれます。

ドライフラワーなので長くお楽しみ
いただけます。置くだけでお部屋を
華やかにしてくれます。

☎048-985-3579

Aはなかご  茶付（赤） 1,404円
Bはなかご  コップ（赤） 1,404円
C四季彩 サークルマット（M）赤 1,080円

Aはなかご  茶付（赤） 1,404円
Bはなかご  コップ（赤） 1,404円
C四季彩 サークルマット（M）赤 1,080円＊フラワーボトル 1個  1,944円＊フラワーボトル 1個  1,944円

お花と一緒にお花と一緒に
どうぞ！どうぞ！

青山フラワーマーケット
☎048-973-7187

大好きなお母さんに「ありがとう」の気持ちを
込めて…。当社人気のゴーフレットを母の日
限定パッケージでご用意しました。
＊母の日 苺ゴーフレット
 12枚入 540円
【東京凮月堂 ☎048-988-1003】

＜4月下旬～5月中旬＞
果肉入りの白桃ジャムを桃色のきんとん
で包んだ可愛らしい菓子です。
＊花さやか 5個入 1,728円
【日本橋屋長兵衛 ☎048-940-6041】

＊日付指定・時間指定はできかねます。 
＊北海道・九州へはお承りできかねます。
＊詳しくは店頭の係員にお問い合わせください。

日時 ： 5/11●・12○土 日

場所 ： 1階吹き抜けエスカレーター前

催事販売

5/9●～12●の間に
お届けいたします。

木 日

5/7●まで
宅配受付を承ります。

火

☎048-985-6617

＜5月10日（金）～5月12日（日）＞
メープルシロップ入りスポンジでシャンティクリームと
苺をサンドし、ピンクのシャンティクリームを
苺で飾りました。
＊苺のフラワーケーキ 1ホール 12㎝ 2,419円
【フロ プレステージュ ☎048-989-1621】

＜5月10日（金）～5月12日（日）＞
カーネーションをイメージした可愛らしい
チョコレートケーキです。
＊マザーズデー グルノーブル 
1個 145mm 1,620円
【モロゾフ ☎048-987-5760】

＜5月7日（火）～5月12日（日）＞
和菓子で花束をイメージし、
職人が仕上げた上生菓子です。
＊母の日上生菓子 3個 972円
【浅草梅園 ☎048-985-1577】

＜4月中旬～5月12日（日）＞
人気のおかき、煎餅を赤いカーネーションのタグ付
の袋に詰め合わせました。
＊母の日 お詰め合せ 6種14袋入 864円
【草加葵 ☎048-988-0317】

＜～5月12日（日）＞
日頃の感謝を込めた母の日限定のカステラ。
＊母の日カステラ 特1号
 1個 1,620円
【文明堂 ☎048-988-1072】

＜～5月12日（日）＞
大切な記念日にふさわしい祝い菓子です。
感謝の気持ちを。
＊紅白ひよ子 9個入 1,080円
【東京ひよ子 ☎048-986-0357】

サクサク食感のクッキータイプワッフル詰め合わせを
母の日パッケージで。
＊コロコロワッフルキューブ 4個セット
（プレーン、メープル、ストロベリー、はちみつレモン）
各1 各40g 1,306円
【ワッフル・ケーキの店 R.L(エール・エル) 
☎048-990-2111】 

＜5月10日（金）～5月12日（日）＞
メープルシロップ入りスポンジでシャンティクリームと
苺をサンドし、カスタードを重ね、花のように絞った
ベリー系シャンティクリームで飾った限定ケーキです。
＊苺のブーケケーキ 1ホール 15㎝ 3,132円
【フロ プレステージュ ☎048-989-1621】

感謝をかたちに。プチギフト！

日本の美、四季の移ろいを表現したおかき、
お煎餅を小袋に詰め合わせました。
＊はな咲くさく  10袋入 918円
【がんこ職人／和菓子もめん弥 ☎048-988-1312】

和三盆糖独自の“香り”“旨み”“口溶け”
“淡白さ”“後口”の良さをお楽しみください。
＊あじさい（お干菓子） 
1,296円
【菓匠 寛永堂 ☎048-990-5015】

■営業時間：1･2･3F ショッピングフロア10:00～21:00／4F・5F レストランフロア11:00～23:00（L.O.22:30）  ※営業時間は、各ショップにより異なる場合があります。

A＜5月10日（金）～5月12日（日）＞
生クリームデコレーションケーキを、お花を
イメージしてラズベリークリームで飾り付けました。
＊母の日デコレーション 4号  2,600円
【パティスリーシャルドン ☎048-940-5492】

B＜5月10日（金）～5月12日（日）＞
たくさんの苺をちりばめた可愛らしい母の日限定のケーキ。
＊母の日アントルメ 4号 3,240円
【ガトー・ド・ボワイヤージュ ☎048-940-6088】

A

B

深みあるピンク色と程良く
強調された果実味が特徴の
シャンパン。
＊モエ・エ・シャンドン
ブリュット  ロゼ ハーフ
 375ml 4,298円 
【ザ・ガーデン自由が丘 
☎048-988-1095】

マザーズデー限定のアソートメントと
可愛らしい限定バッグのセットです。
＊マザーズデースペシャルギフトセット 
4,320円
【GODIVA ☎048-940-3833】

・コットントートバッグ
・ゴディバクールローズ
　アソートメント8粒入
・保冷バッグ
・メッセージカード

Sweets EventSweets Event1F スイーツ
イベント

開催！

期間限定 Shop

ラ・パナデリーアドッツ
☎048-989-2015

5/1Wed 31Fri▼

ドーナツ発祥の地ヨーロッパ発のドーナツ専門ブランド。
定番フレーバーから海外ならではのカラフルな見た目の
ドーナツは、モチモチとした食感が特徴です。

期間限定 Shop

アマリア
☎048-989-2015

4/30 Tue▼

お菓子の本場神戸に本社を置き、尼崎工場で製造して
いるＡmariaです。おすすめは生クリームをどっさりのせた
２層構造のやわらかチーズケーキ。飽きのこないプレーン
タイプは、当店のチーズケーキリピート率Ｎｏ.1です。

《 撮影協力 》  青山フラワーマーケット ☎048-973-7187

新越谷ヴァリエ　ハッピー
アイテム

新越谷ヴァリエのホームペ
ージで

パーティーデコレーションア
イテムなど、

皆さまの食卓をより楽しくす
るための

手作りアイテムシートを無料
で取得できます。

http://www.tobu-vari
e.com/shinkoshi/

★今回のハッピーアイテム
は

ミニ鯉のぼりピック、母の日メッセ
ージカード

詳しくは新越谷ヴァリエホ
ームページで！

サイズ：W100×H200mm

※無くなり次第終了

※＜　　　＞ は販売期間です。販売期間は店舗により異なり、予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。※掲載写真はイメージで、実際と異なる場合がございます。※表示価格は税込み価格です。 ★各種クレジットカードおよびJCB・DC・UFJ・VISA・UC・日本信販・ダイナースクラブ（ロイヤルチェック）の
ギフトカード・東武百貨店および東武ストアの商品券もご利用いただけます。（飲食・食品店のみ、ジェフグルメカードもご利用いただけます。）★全国百貨店共通商品券はご利用できません。※商品売り切れの場合は、ご容赦ください。 

5.12 sun


