
2/2●火
節分

今年の
恵方は南南東

ご予約承り店舗は
このマークが目印

【販売期間】【ご予約期間】

【ご予約商品のお渡し】VARIE1 ヴィ・ド・フランス前

京樽 TEL 048-922-7552

幸運巻3本セット(ハーフ) 　1セット1,350円
人気の幸運巻・海鮮幸運巻・海鮮節分巻をハーフサイズで
味わえる詰め合わせ。

魚力 TEL 048-922-5145

海の幸　 1本 1,080円
鮮魚専門店「魚力」こだわりの新鮮で美味しいネタを巻き
上げた一品。

グリーン・グルメ TEL 048-922-8070

海老・アボカド・クリームチーズを、甘みのあるふんわり玉子で
包みました。

魚力食堂 TEL 048-920-7888

かき飯恵方巻 　1本 864円
瀬戸内産生かきを煮込んで炊き上げた自家製かき飯を、
風味豊かな愛知産厳選焼海苔で巻いた素材にこだわった
恵方巻。

スイ ー ツ 恵方巻

恵方巻ロール・青鬼
フルーツロールケーキ 　14cm 1,490円

281円サンコー 福豆
1袋 (5g×9袋 )
国内産の大豆を熱風焙煎し、ソフトに
香ばしく仕上げました。小鬼のお面つき。

216円福豆茶
1袋 (36g)
大豆が入ったほうじ茶が数量限定で登場。
茶で節分気分を堪能しませんか。

豆節分 おうちで恵方巻づくり

270円いわし連刺
1連 (3尾入 ) 162円中羽めざし

1連 (3尾入 )

いわしを焼くときの煙で鬼を寄せ付けないという風習が
あります。節分には脂がのったいわしを縁起物として
食べてみましょう。

※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。※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
TEL 048-922-8960
東武スカイツリーライン（伊勢崎線）草加駅

ニュー・クイック TEL 048-922-6086

和牛サーロイン恵方巻 1本1,923円
和牛サーロイン使用。昨年大好評のお肉の専門店のジューシー
な恵方巻。

とんかつ和幸 TEL 048-922-7529

恵方巻 (ひれ )　 1本 600円
やわらかいひれカツを秘伝のタレ、マヨネーズと共に巻いた
恵方巻。

たごさく TEL 048-922-7538

恵方巻6種入 　1本 700円
玉子焼、高野豆腐、きゅうり、かんぴょう、伊達巻、桜でんぶ
の 6種類の具材を巻きました。

フロ・プレステージュ

口当たりの良いなめらかなスポンジで苺・オレンジ・キウイ
・アプリコットを巻き上げました。

恵方巻ロール・赤鬼
苺づくしのロールケーキ

恵方巻
ミルキーフルーツロール　14cm 1,620円

苺風味のふんわりスポンジで、苺と苺クリームを巻き、苺の
美味しさが広がるロールケーキに仕上げました。

TEL 048-920-5712 不二家 TEL 048-924-1588

こだわりや TEL 048-920-5301 茶 丸山園 TEL 048-922-7282

1,350円有明海産焼海苔
10枚入×2袋
香りが良く口どけの良さが自慢の焼海苔。
ご家庭での恵方巻づくりに最適。

茶 丸山園 TEL 048-922-7282

508円

創健社 
国産野菜の
五目ちらし寿司
1袋 (150g)
国内産野菜などの具材を、「越前小京都の有機純米酢」
などの調味料で仕上げた五目ちらし寿司の素。

こだわりや TEL 048-920-5301

431円
内堀醸造 祭ばやし
すし酢 昆布だし入
360ml
厳選昆布だし、まろやかで旨味の深い
お酢。

173円
小倉食品
桜でんぶ
40g
新鮮な鱈のそぼろを使用しました。

北野エース TEL 048-920-6267

 1本 390円
黄桃・りんごのシロップ漬け、ミルキークリームをスポンジに
挟みクレープ皮で包みあげました。

銀座文明堂 TEL 048-922-7183

恵方カステラ巻 特L号 　1本 411円
定番カステラ巻を節分限定でカットなしの 1本ものでご用意
しました。

いなほくらぶ TEL 048-922-8161

恵方巻三種セット(ハーフ)1セット 1,001円
酢不使用。ふっくらごはんで巻いたツナサラダ、棒ヒレカツ、
かんぴょうや玉子焼など定番の具材の3種類をハーフサイズで
セットにしました。

SUBWAY TEL 048-929-3811 大川水産 TEL 048-922-7191

恵方サブ(BLT) 　1本 
BLT の他、たまご・ローストチキンの3種類のフットロング
サイズ (約 30cm) を節分にちなんで、特別価格で販売。

～2/1(月) 2/2( 火 )

佃浅 TEL 048-925-8989

穴子巻 　1本 756円
佃浅自慢のふっくらと煮た穴子の恵方巻をどうぞ。

営業時間変更のお知らせ
VARIE1・VARIE2

(1/8～当面の間)
※一部ショップは営業時間が異なります。
※詳しくは施設 HP をご確認ください。

10時～20時

1/25(月)～1/31(日) 2/1(月)～3(水)【販売期間】

2/1(月)～3(水)【販売期間】

【ご予約期間】

～1/30(土 ) 2/2( 火 )【販売期間】【ご予約期間】

2/2( 火 )【販売期間】

2/1(月)・2(火)【販売期間】

季節限定 季節限定

2/1(月)・2(火)【販売期間】 2/1(月)・2(火)【販売期間】 1/25(月)～2/2(火)【販売期間】

～2/1(月) 2/2( 火 )【販売期間】【ご予約期間】 1/29(金)～2/3(水)【販売期間】

～1/30(土 ) 2/2( 火 )【販売期間】【ご予約期間】 ～2/1(月) 2/1(月)・2(火)【販売期間】【ご予約期間】1/21(木)～1/31(日) 2/2( 火 )【販売期間】【ご予約期間】

1/25(月)～1/31(日) 2/2( 火 )【販売期間】【ご予約期間】 2/2( 火 )【販売期間】

野菜と愉しむ 
海老とアボカドの福恵方巻き

大パック(1本)  1,296円
小パック(1/2本) 697円

テイクアウト 702円
イートイン    715円

ローストビーフの旨みとほろ苦いルッコラのバランスが美味。
野菜のしゃっきり感がアクセント。

ローストビーフと
しゃっきり野菜の恵方巻き

大パック (1本 ) 1,404円
小パック (1/2本 ) 735円

感染予防のため、お客様へご協力のお願い ※体調が優れない場合や熱がある場合
　などはご来店をお控えください。 マスクの着用・手指の消毒 キープディスタンス 混雑時を避け、少人数で お一人でのレジ会計
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