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＜2月中旬～3月上旬＞
桃香るもっちりやわらかな求肥入り羊羹。
＊おひなまつり 5コ入 983円
日本橋屋長兵衛 ☎048-940-6041

＜2月16日（土）～3月3日（日）＞
もち米を使ったひなあられを可愛い
巾着袋に入れました。
＊ひなあられ（巾着入）6袋入 1,080円
草加葵 ☎048-988-0317

ご予約は
2月下旬より
お受けいた
します。

＊ピュアポム スパークリング　
Aアップルジュース  750ml  471円
Bホワイトグレープジュース 750ml  471円
Cレッドグレープジュース  750ml  471円
カルディコーヒーファーム ☎048-961-3132

人気の果汁100％
フランス産スパークリングジュース。
パーティーにオススメです。

あ い うあ い う

A＜3月1日（金）～3月3日（日）＞
ピンクとホワイトの2色にデコレーションをした
ワッフルケーキをおびなとめびな、梅の木の
オーナメントで飾りつけ。
＊ひなまつりワッフルドルチェ 1,620円
（いちご×3、ホワイト×2）※無くなり次第終了
ワッフル・ケーキの店 R.L(エール・エル) ☎048-990-2111
---------------------------------------------------------------------
B＜3月1日（金）～3月3日（日）＞
苺シロップ入りのスポンジで、苺とシャンティクリームを
サンドした、ひなまつり限定のショートケーキです。
＊苺のひなまつりショートケーキ 
1ホール 12㎝×12㎝  2,916円
フロ プレステージュ ☎048-989-1621
---------------------------------------------------------------------
C＜3月1日（金）～3月3日（日）＞
シャルドン人気No.1の苺のショートケーキを
ひな祭り用にご用意しました。
＊ひなまつりデコレーション 5号  4,200円
4号 3,800円　6号 4,800円もございます。　
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
パティスリーシャルドン ☎048-940-5492
---------------------------------------------------------------------
D＜3月2日（土）～3月3日（日）＞
ひな祭りの飾りが可愛らしいショートケーキ。
＊ひな祭りアントルメ  3,240円
ガトー・ド・ボワイヤージュ ☎048-940-6088

E＜2月26日（火）～3月3日（日）＞
苺クリームを使って可愛らしさを出しました。
ぜひご賞味ください。
＊桃色ひなまつりズコット 1,188円
果実園　リーベル ☎048-985-5005
---------------------------------------------------------------
F＜3月2日（土）～3月3日（日）＞
ひな祭りのデコレーションを施した
華やかなカップケーキの詰め合わせです。
＊ひなまつりパーティーセット 3種類 4コ入  1,512円
モロゾフ ☎048-987-5760
---------------------------------------------------------------
G＜2月15日（金）～3月14日（木）＞
コンデンスミルクをからめた苺と
ミルククリームサンドしました。
＊フレッシュ苺のミルククリーム 1コ  216円
ポンパドウル ☎048-940-5298
---------------------------------------------------------------
H＜～3月3日（日）＞
女の子の健やかな成長と幸せを願う
ひな祭り限定のパッケージです。
＊ひなまつりひよ子（紅白ひよ子） 5コ入  681円
※無くなり次第終了
東京ひよ子 ☎048-986-0357

＜～3月末頃＞
大粒のとちおとめを丸ごと一粒、口どけの良い
こしあんとともに餅で包みました。
＊いちご大福 1コ 324円
浅草梅園 ☎048-985-1577

＜2月15日（金）～3月3日（日）＞
もち米を使用した関西風ひなあられ。
あ雛あられ（真砂） 55g 346円
米を材料にした昔ながらのひなあられ。
い雛あられ（本種） 55g 346円
菱餅をかたどった彩り良いひなおこし。
う雛おこし 50g 346円
がんこ職人／和菓子もめん弥 ☎048-988-1312

おだいりさま
カスタードクリーム
入りチョコレートク
リームとソース。

おひなさま
カスタードクリーム
入りクリームシャン
ティとストロベリー

ソース。

春てまり
苺クリーム入り。
まわりはピンクの
チョコレート。

Aオニオンとピクルスが美味しさを引き立てます。
＊スモークサーモントラウトとオニオンのサラダ 100g 562円
［グリーン・グルメ/神戸コロッケ☎048-987-3322］
B＜3月2日（土）～3月3日（日）＞
ひな祭りにぴったりな具だくさんの華やかなちらし寿司です。　
＊ひなまつりちらし寿司 1折 691円 
［おかず本舗　佃浅 ☎048-988-1160］
Cマグロやイカ、イクラ等をトッピングした海鮮のちらしです。　
＊海鮮ちらし 1折 746円［京樽 ☎048-985-0938］
D一丁庵の人気商品を4つ詰め合わせました。
お祝いの席にぜひどうぞ！　
＊四つの幸せ 594円
（おからの煮物、がんもの煮物、生湯葉春巻、揚げ出し豆腐）
 ［豆富 一丁庵 ☎048-985-3888］
E-ⓐプレミアム桜  酒グラス ペアセット2,700円
E-ⓑ桃造花1,036円 ※無くなり次第終了
E-Ⓒ春彩雛 1,620円 ※無くなり次第終了   
E-Ⓓ桜ピンク小鉢  270円＜通年＞
［吉祥寺菊屋 ☎048-985-3579］

今年
は

彩り良い
お惣菜たち 
彩り良い
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＜3月3日（日）＞
桃の節句のお祝いに、eashionの
ちらし寿司はいかがでしょうか。
テーブルに花を添える一品です。
＊ひなまつり海鮮バラちらし寿司 1折 780円
eashion（イーション） ☎048-940-7709

＜～3月3日（日）＞
ひなあられの入った限定セット。
箱には、可愛らしいイラストが入っています。
＊ひなまつりボックス 648円
銀座 文明堂 ☎048-988-1072
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＜3月2日（土）～3月3日（日）＞
五目混ぜご飯にエビ、イクラ、ハスなどを
トッピングしました。
＊姫ちらし 1折 756円
京樽 ☎048-985-0938

＜2月25日（月）～3月3日（日）＞
＊ひなまつりブーケ  2,160円
＜2月25日（月）～3月3日（日）＞
＊ひなまつりブーケ  2,160円

＜2月25日（月）～3月3日（日）＞
＊ひなまつりアレンジメント  2,160円
＜2月25日（月）～3月3日（日）＞
＊ひなまつりアレンジメント  2,160円

ひなあられ×1
いちごみるくまん×1
カステラ巻（ハニー）×1
ブッセ×1

青山フラワーマーケット 
☎048-973-7187

ピンクやイエローの
旬のお花と桃が
入ったひな祭りに
ぴったりの
ブーケです。

ピンクやイエローの
旬のお花と桃が
入ったひな祭りに
ぴったりの
ブーケです。

テーブルにちょこっと
飾れるひな祭り限定
アレンジメントです。

テーブルにちょこっと
飾れるひな祭り限定
アレンジメントです。
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新越谷ヴァリエ　ハッピーアイテム

http://www.tobu-varie.com/shinkoshi/

詳しくは新越谷ヴァリエホームページで！

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。

無料でGET!

DELICIOUS LIFEハッピーアイテムシートを

吊るし雛、箸袋

◀


