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スクールガイド

DAITO GAS Petite Flamme

富士見   /  志木   /  朝霞   /  川口・鳩ヶ谷

SCHOOL
GUIDE

プチフラム

プチ・クッキングご予約
不要

エプロン
不要

三角巾
不要

♡アレルギー表示は各店舗にご確認ください。　♡受講料は開催月・期間などで変動いたします。
♡保冷剤・保冷バックの用意はございません。必要な方はご持参ください。　※掲載の写真及びレシピ（ホームページを含む）の無断転用はご遠慮願います。

プチ・クッキング

※ご予約は先着順となるためお申し込み状況によりご希望のお日にちにご予約が取れない可能性があります。予めご了承願います。
※本制度は、プチフラム4店舗にて同時開催しておりますが、ご予約できる開催日時やメニューは店舗により異なります。
※当日キャンセルした場合、当月の予約はお取りできません。

・直接ご来店いただきDAITOでんきへのお申し込みの上、ご
予約下さい。・DAITOでんきへのお申し込みには、現在ご利
用の電気の検針票が必要となります。必ずご持参ください。

新しくDAITOでんきにお申込みいただくお客さま
・お電話または直接ご来店いただきご予約下さい。
ご予約をされるお客さまはご予約時DAITOでんきのご利用
確認をさせて頂きます。

DAITOでんきをご利用のお客さま

DAITOでんきご利用のお客さま必見！

【予約期間：1/7（火）～1/28（火）　受付：11時～各店舗営業時間】
1月10日（金）～1月31日（金）まで

2020年

プチフラム富士見 プチフラム志木
フルーツパウンドケーキ（17.5×8cm）

抹茶と小倉のケーキ（17cm×8cm） チョコレートフロランタン（3×4cm・25コ）

台湾風カステラ（15cm×15cm）
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＜対象について＞
・中学生以上お１人様１セット。１日１回限りとさせていただきます。
＜受付方法について＞
・受付開始時間は各店舗、日程等により異なります。
・受付順にご案内となります。
・必ず受講される方ご本人様が受付を行ってください。代理の方の受付は出来かねます。
・グループ（２名様以上）で受講希望の方は、皆様お揃いになるまでは次の方が優先されます。

・【富士見】・【朝霞】・【川口・鳩ケ谷】 受付最終時間は原則１５時５０分です。
【志木】  受付最終時間は18時です。（夜講座開催日は14時30分又は15時です。）
＜その他＞
・イベント開催時及び他のお客様が調理台を使用している場合は、お待ちいただく場合がござ
います。
・予告なく開催を中止する場合がございます。事前にお電話・ホームページ・店内看板等で
ご確認ください。

〇…全日開催　 ▷…講座終了後開催（10：00から受付開始）　×…開催なし　※…お問い合わせください。

【対象】 DAITOでんき新規ご加入者さま、および既にDAITO
　　   でんきをご利用いただいているお客さま限定！
大人気のプチ・クッキングがご予約いただけます！！
期間中、各店舗1回ずつご予約が可能です。（ご希望のお日にちの2営業日
前までにご予約ください。）この機会に是非ご検討ください。

予約制度をご存知ですか？

開催期間

 （注）予告なく開催が中止する場合がございます。 事前にお電話、ホームページでご確認ください。

お持ち帰り
できます！
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￥400(税込)大東ガスのガスをご利用のお客さま… ￥500(税込)大東ガスのガスをご利用していないお客さま…／

プチフラム朝霞 プチフラム川口・鳩ヶ谷

受講料

12:00受付開始

12:00受付終了 12:00受付終了

1
月

2020



プチフラム富士見 アレルギーがある場合は
申込時にお知らせください。

日時 1月26日(日) 10:30～14:00

対象 小学生 定員 12名
受講料 ￥1,500(税込)講師 木村 倫代

申込期限 1月12日（日）

なりきりコックさん

食べやすい韓国料理をお子様が2食分作ります。保護者の方は
13時にご来店ください。
※受付と開催前説明は必ず保護者同伴でお願いします。

チーズハットク／グリルでプルコギ／
辛さ自在　みぞチゲスープ／おまけのナムル

No.F0126

キッズ

日時 1月25日(土) 10:30～13:30

対象 大人 定員 20名
受講料 ￥1,000(税込)講師 川口 淑恵

申込期限 1月11日（土）

グルメ紀行

【名古屋編】ボリューム満点！名古屋名物みそカツをガッツリい
ただきましょう。さつま芋の優しい甘さがたまらない鬼まんじゅう
も一緒に作ります。※お持ち帰り可能です。

みそカツ／鬼まんじゅう ※ごはん、赤だし付き

No.F0125

料理

献立レッスン

管理栄養士が野菜たっぷりの簡単レシピをご紹介します。身近に
ある食材を使いながらも、いつもとはちょっと違う味付けをお伝
えしますのでお料理のレパートリーが広がります。習ったその日に
再現できて簡単！と大変好評をいただいています。

豚肉とパプリカのピリ辛炒め／
豆腐の和風サラダ／白菜の甘酢漬け／

さつまいもきんぴら／キャベツのミルクスープ

No.F0109

料理

日時 1月9日(木) 10:30～13:30

対象 大人 定員 16名 受講料 ￥1,200(税込)
講師 永吉 峰子 申込期限 12月25日（水）

日時 1月14日(火) 
10:30～13:30

対象 大人

定員 20名
受講料 ￥1,000(税込)

講師 木村 倫代／佐藤 倫菜
申込期限 12月26日（木）

筋力UPと食事

お正月太り解消！目指せ「くびれ美人」。ウエストの変化を感じ
よう。運動の後には良質なたんぱく質を作って食べながらの
栄養講義がありますよ。
※軽い運動（ストレッチ）しやすい服装でお越しください。

しっとり低脂肪豚もも肉のロースト＆サラダ／
腸活スープ ※デトックスごぼうの梅煮をお持ち帰り

No.F0114

料理

日時 1月30日(木) 10:30～13:30

対象 大人 定員 20名
受講料 ￥1,500(税込)講師 斉藤 幸四郎

申込期限 1月16日（木）

リストランテ幸

バレンタインに向けてもぴったりなデザート付きお洒落ランチ♪
洋食シェフならではのプロのソースは他の料理にも利用できる
のでとても役立ちます。

ほうれん草入りニョッキ～トマト＆ハーブソース／
冬野菜たっぷり田舎スープ／フォンダンショコラ

No.F0130

料理

日時 1月24日(金) 10:30～14:00

対象 大人 定員 20名
受講料 ￥1,000(税込)講師 岡本 潤子

申込期限 1月10日（金）

パン＋Ｏｎｅ

フランスパンの仲間のタバチェ。ふたのカリカリな部分と下の部
分の食感の違いが楽しめます。パイで包んでオーブンで焼くポッ
トパイはトマトのクリーミーなスープに具がたっぷり入ってます。

タバチェ／ポットパイ

No.F0124

パン

日時 1月20日(月) 10:30～13:30

対象 大人 定員 20名
受講料 ￥1,800(税込)講師 石井 雅比呂

申込期限 1月6日（月）

和の匠

お待たせいたしました。今年も日本料理長の和食講座開催し
ます。季節と風情溢れる日本の料理をお楽しみください。

ごちそう♫蟹めし／紅白すり身の椀／
大根と白菜の湯葉巻き／料理長の小菓子付き

No.F0120

料理

申込期限 12月26日（木）

日時 1月13日(月) 10:30～14:00

対象 大人
定員 20名
受講料 ￥1,000(税込)

講師 荻山 和也

荻パン工房

シナモンシュガーをたっぷりと使って、一結びして成型するシナ
モンロールと、グラハム粉を高配合したずっしりと重いパンを作
ります。 

ノット型シナモンロール（手仕込み6個）／
グラハムボール（機械仕込み3個）

No.F0113

パン

※お子様連れはご遠慮ください。
※大東ガスのガスをご利用のお客様に限ります。

大東ガスの
ガスをご契約の方
限定講座
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※講座スケジュール No.

定休日

定休日

定休日

定休日

〒354-0018 埼玉県富士見市西みずほ台1-2-7

営業時間 10時～18時
定休日 水曜日 (祝日の場合は翌平日)

プチフラム 富士見
★東武東上線「みずほ台駅」西口徒歩2分

西口

池袋 

▲

▲  川越
みずほ台 駅

みずほ台駅入口

ロータリー

キッズスペースご利用
可能な教室もあります。
お申込み時にお子様の年
齢・性別・人数をお知らせ
下さい。

有りP

254

ファミリー
マートさん

交番

川越街道

プチフラム

富士見

松屋
さん中国料理

彩花さん

※イベント開催時など使用  
　不可能な場合有り。
※店内ご利用の方に限ります。
※当駐車場内での、事故・盗難
　等の責任は一切負いません。

東武東上線

プチフラム富士見 アレルギーがある場合は
申込時にお知らせください。

休業日 休業日 休業日 休業日

休業日 休業日

No.F0124

No.F0114

No.F0125

No.F0130

No.F0109

No.F0120

No.F0113

No.F0126

FAX 049-254-1001
TEL 049-268-5525

講師 プチフラムスタッフ

講師 プチフラムスタッフ

日時 1月11日(土) 

10:30～13:00

日時 1月26日(日) 11:00～12:00
※開演10分前には、お集まり下さい。

対象 お一人様からどうぞ。
※小学生以下は
　保護者同伴

定員 30名

定員 30名

受講料 無料

受講料 無料

受講料 無料

Event 事前のお申し込み不要大人気！イベント情報♪　

所要時間
約5分

日時 1月23日(木)・30日(木)  
11：00～13：00
※都合により、日程が変更となる場合が
　ございます。

POLAさんの無料
ハンドマッサージ開催

一年を通していろいろなジャンルの生演奏をお楽しみください。
※演奏内容・日程は予告なしに変更する場合がございますので
　ご了承下さい。

キッチンコンサート
筝曲／邦楽アンサンブル奏SO

鏡開き／
ホットタピオカ～さつま芋と

ココナッツミルク

この一年が健やかで幸多い年になり
ますように…願いをこめて鏡開きを楽
しみましょう♪スタッフ特製『ホットタ
ピオカ』も配ります！気持ちも身体も
ほっこりです。

鏡開き

日時 1月13日(月) 10:00～受付

対象 保護者1名とお子様3名まで 定員 30名

受講料 ・大東ガスのガスをご利用のお客さま

フルーツパウンドケーキ（17.5×8cm）

親子でプチ・クッキングに参加される方は、２階で受講できます。
（最大３２組）１０歳（小学４年生）のお子様とご一緒の方へ１／２
成人式のお祝いをプレゼント♪
※受付は通常プチ・クッキングと同じ。

1/2成人式

日時 1月19日(日) 10:00～受付開始

対象 大人。お子様同伴可能です。
定員 40組（各回10組） 受講料 ￥200(税込)

抹茶と小豆のシフォンケーキ（15cm）

まるっと1台シフォンケーキを200円で作ってお持帰り！

200円スイーツ

【ご案内時間】
①10：10～　②11：20～　③12：30～　④13：40～

※9：45分より整理券を配布します。 

・大東ガスのガスをご利用していない
 お客さま

…￥400(税込)
…￥500(税込)



プチフラム志木 アレルギーがある場合は
申込時にお知らせください。

『HANA＊遊びS』

お正月のお花は片づけて・・・春のお花を飾りま
しょう。色々なパステルカラーでアレンジメントを
作ります。

春を楽しむアレンジメント

No.S0119

カルチ
ャー

定員 10名
受講料 ￥2,500(税込)

日時 1月19日(日)11:00～12:30

講師 福田 知美
申込期限 1月6日(月)

対象 大人

ヘルシーパン工房

腸内環境を改善し、ダイエットにも有効なオート
ミールの魅力をたっぷりとご紹介します。

オートミールブレッド／グラノーラ／
冬野菜のスープ

No.S0116

パン

定員 8名 受講料 ￥1,500(税込)

日時 1月12日(日)10:30～14:00

講師 岡本 潤子

申込期限 12月26日(木)

世界のパン
～フランス～

ブリオッシュ生地にドライフルーツが入ったパン
デロアとパイシートでお手軽に作れるガレッド
デロア。いずれもフランスの公現祭でいただくパ
ンとお菓子です。各1つずつお持ち帰り。

パンデロア／ガレッドデロア

No.S0112

パン

対象 大人

大東ガスの
ガスをご契約の方
限定講座

定員 8名
受講料 ￥1,500(税込)

日時 1月16日(木)10:30～14:00

講師 鳴嶋 廣美
申込期限 12月26日(木)

対象 女性※大東ガスのガスをご利　用のお客様限定講座
定員 8名 受講料 ￥1,500(税込)

日時 1月17日(金)10:30～13:30

1月25日(土)18:00～20:30

講師 川村 進

申込期限 S0117a:1月6日(月)
S0125b:1月11日(土)

対象 大人

家庭で作れる本格中華

蓮の葉の香るジューシーな鶏肉料理と旬の野
菜を使った冬の中華料理をマスターしましょう。

蒸し鶏の蓮の葉包み／蟹と白菜の
中華スープ／大根の甘酢漬け

No.S0117a/S0125b

料理

S0117a:
S0125b:

日時 1月17日(金)18:30～20:30

1月26日(日)10:30～13:30

S0117b:
S0126:

定員 8名 受講料 ￥1,500(税込)
講師 石井 雅比呂

申込期限 S0117b:1月6日(月)
S0126:1月12日(日)

対象 大人

料理長の冬の和食

冷え込む冬に食べたい温かいお寿司です。料理
長の講座は目でも楽しめる盛りつけもマスター
出来ます。

蒸し寿司／大根の鳴門巻き／
冬野菜の和え物／汁物

No.S0117b/S0126

料理

申込期限 12月26日(木)

かわごえ直子の
お料理エトセトラ

ちょっとした工夫を加えて簡単、美味しい、素敵
なおつまみをご紹介。きんぴらは美味しい作り
方を伝授。日本酒の利き酒付。

鶏だしのふろふき大根～柚子こしょう風味～／
きんぴらチーズ／菜の花の辛し和え／
やきとり手ごねごはん～最後はお出汁をかけて／

日本酒付

No.S0110

料理

定員 8名
受講料 ￥1,500(税込)

日時 1月10日(金)18:30～20:30

講師 かわごえ 直子対象 大人

定員 8名
受講料 ￥2,000(税込)

講師 斉藤 幸四郎
申込期限 1月6日(月)

対象 大人

家庭で作れる
本格洋食とスイーツ

旬のカニを使った本格パスタを学べる講座
です。スイーツは旬のりんごを使ったドイツ
菓子を作ってお持ち帰りです。

う蟹のクリームパスタ／サラダ／
アップルシュトゥルーデル（スイーツ）

No.S0118a/S0118b

日時 1月18日(土) a:10:30～13:30
b:18:00～20:30

料理

定員 8名
受講料￥1,800(税込)

日時 1月13日(月)10:30～14:00

講師 石野 衣絵子

申込期限 12月26日(木)

天然酵母パン

国産の小麦粉を使ったもっちりしたパンは
格別ですが、今月は甘酒生地でハムロール
パンを楽しみます。お持ち帰りの入れ物をご
持参ください。

甘酒生地で作るハムロール＆
パイシートを使った超簡単りんごパイ

No.S0113

パン

対象 大人

Event 事前のお申し込み不要大人気！イベント情報♪　

チョコナッツ・シフォン
（15cm1台）

チョコレート生地に胡桃やピーカ
ンナッツなど数種類のナッツを入
れたシフォンケーキです。相性抜群
の組み合わせです！
※簡易包装の為、必要な方は持ち
帰りの箱や袋、また保冷剤・保冷
バッグをお持ちください。

シフォンの日

講師 プチフラムスタッフ
受講料 ¥400(税込)

日時 1月14日(火)
10時～受付開始
（受付方法はプチ･
 クッキングと同じです。）

対象 どなたでも
※小学生以下の方は保護者
　同伴でお願い致します。

申込期限 12月26日(木)

人気の学校給食を
作ってみよう！

学校給食と家庭では作り方も少し違う？！美味
しく作れるポイントを教えます。

韓国風雑煮／チキンサラダ～たっぷりごまの
ドレッシングがけ～／ふんわりはちみつケーキ

No.S0111a/S0111b

食育

定員 4組
受講料 ￥600(税込)

日時 1月11日(土)

講師 髙橋 薫

対象 志木市内の小学校に在籍している
児童とその保護者（親子）

a:10:30～12:30
b:14:00～16:00
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※講座スケジュール No.

No.S0117a
No.S0117b

No.S0111a
No.S0111bNo.S0110

No.S0123

No.S0118a
No.S0118b

No.S0124a
No.S0124b

No.S0125a
No.S0125b

No.S0112 No.S0116No.S0113

No.S0120

No.S0126 No.S0128No.S0127

No.S0121No.S0119

定休日

定休日

定休日

定休日

〒352-0001埼玉県新座市東北2-39-10 ドゥーセット弐番館１階

営業時間 10時～21時
定休日 水曜日

(祝日の場合は翌平日)

プチフラム 志木
★東武東上線「志木駅」東口徒歩30秒

東口 朝霞 

▲

▲  川越
志 木 駅
東武東上線

埼玉りそな
銀行さん

スターバックス
さん

セブンイレブン
さん

駅東口

丸井さん

ロータリー

プチフラム

志木

キッズスペース有り
全教室ともに、お子さまの
同伴OK！お申込時に
お子様の年齢･性別・人数
をお知らせ下さい。

無しP

プチフラム志木 アレルギーがある場合は
申込時にお知らせください。

休業日 休業日 休業日 休業日

休業日 休業日
FAX 048-470-1928
TEL 048-470-1925

スイーツ専科

ドイツ・フランクフルトのエンゼル型のケーキを
今回はスリムパウンド型で作ります。見た目はシ
ンプルですがバタークリームにアーモンドの砂
糖がけをまぶした日本でも馴染みのある美味し
いケーキとなります。

フランク・フルター・クランツ　
（5cm×23cm 1本）

No.S0125a

スイー
ツ

定員 8名
受講料 ￥2,500(税込)

日時 1月25日(土)10:30～13:30

講師 山下 直美
申込期限 1月11日(土)

対象 大人

定員 8名 受講料 ￥1,200(税込)

日時 1月23日(木)18:30～20:30

講師 橋本 ひとみ

申込期限 1月9日(木)

対象 大人

お助けの一品

ミラノ風カツは揚げ焼きなので油の処理いらず
です。簡単でちょっとお洒落なメニューです。

簡単ミラノ風カツレツ～グリーンライス
添え～／春菊のポタージュ／

ブロッコリーとリンゴのサラダレモン
ヨーグルトソース

No.S0123

料理

申込期限 1月6日(月)
定員 8名 受講料 ￥1,500(税込)

日時 1月20日(月)10:30～13:30

講師 川口 淑恵対象 大人

手打ち de パスタ

手打ちでもっちりパスタを作ります。卵の濃厚な
味が美味しいソースでカルボナーラに仕上げます。
パスタソースで残った卵白を使って、ウフ･ア・ラ・
ネージュを作ります。

手打ちdeパスタカルボナーラ／
ほうれん草とレーズンのサラダ／

ウフ･ア・ラ・ネージュ

No.S0120

料理

定員 8名 受講料 ￥1,500(税込)

日時 1月28日(火)10:30～13:30

講師 吽野 英里対象 大人

甘酒づくり

美容と健康に良いとされる甘酒を仕込んでお
持ち帰り頂きます。そのまま飲むのはもちろん、
いろいろな料理にも使えるので重宝しますよ。

親子丼／えのきとちくわの梅肉和え／
サラダ～甘酒ドレッシング～

No.S0128

料理

申込期限 1月14日(火)

お菓子のサロン

ブランデー＆ラム酒に漬け込んだドライフ
ルーツをたっぷり入れて作ります。香り豊なフ
ランス小麦を使ったケーキです。18cmパウン
ド型１台お持ち帰り。

ラム香る大人のフルーツケーキ

No.S0124a

スイー
ツ

定員 8名 受講料 ￥2,000(税込)

日時 1月24日(金)10:30～14:00

講師 木村 倫代

申込期限 1月10日(金)

対象 大人

こねこねランドの
クレイアート

来月はバレンタインデー！クレイで型抜きした
り、丸めたりしながら美味しそうなバレンタイン
ケーキを作ってみませんか？とっても簡単で楽
しいですよ。ディスプレイケース付です。

クレイを使ったバレンタインケーキ制作

No.S0121

カルチ
ャー

定員 8名 受講料 ￥1,000(税込)

日時 1月21日(火)10:15～13:15

講師 福留 ひとみ

申込期限 1月7日(火)

対象 大人

ヘルシー美味しい
ベトナム料理

作って置けばいつでも麺類の具、スープもお菜
にもなる肉団子を作りましょう！！

牛肉団子のフォー／とうもろこしの
揚げ春巻き／黒目豆のぜんざい

No.S0127

料理

定員 8名 受講料 ￥1,500(税込)

日時 1月27日(月)10:30～13:30

講師 トラン・ティ・ハー

申込期限 1月13日(月)

対象 大人
定員 5組
受講料 ￥1,500(税込)

日時 1月24日(金)18:00～20:30

講師 木村 倫代
申込期限 1月10日(金)

対象 5歳から小学6年生までのお子様と
保護者

手づくりソーセージ作り

本格腸詰ソーセージを作ります。ソーセージを
使ったメニューも手作りしますよ！！パンのお土
産付きです。

本格ドイツソーセージ作り／ポトフ／
ソーセージ＆チーズ入りパン

No.S0124b

親子
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※講座スケジュール No.

プチフラム朝霞 アレルギーがある場合は
申込時にお知らせください。

No.A0113a
No.A0113b

No.A0111a
No.A0111b

No.A0109

No.A0124

No.A0127 No.A0130

No.A0120

No.A0110

休業日 休業日 休業日 休業日

休業日 休業日 定休日

定休日

定休日

定休日

武
蔵
野
線

東武東上線

サミット
ストアさん ファミリー

マートさん

ドラッグストア
セイムスさん

りそな
銀行さん

〒351-0022 埼玉県朝霞市東弁財3-4-4

営業時間 10時～18時
定休日 水曜日

プチフラム 朝霞
★東武東上線「朝霞台駅」南口徒歩7分

南口

朝霞 

▲

▲  志木
朝霞台駅

無しP

プチフラム

朝霞

(祝日の場合は翌平日)

新
座 ▲

朝霞台駅入口

東弁財

FAX 048-460-4551
TEL 048-460-4550

定員 6名 受講料 ￥1,500(税込)

日時 1月30日(木)
10:30～13:30

講師 橋本 ひとみ

申込期限 1月16日(木)

対象 大人

料理

カクテキを作ろう
第２弾！

リクエストにお応えして第２弾！大根
のキムチ、カクテキです！1キロお持ち
帰り。汁が漏れないシール容器をお
持ちください。

カクテキ／韓国風豚汁／
ごぼうのナムル

No.A0130

定員 5名
受講料 ￥1,800(税込)

日時 1月27日(月)
10:30～14:00

講師 石野 衣絵子

申込期限 1月13日(月)

対象 大人

パン

天然酵母パン

とろ～りチーズ入りのハードなパンと、
スパイスの効いたショートパスタです。
お持ち帰りの入れ物をご持参ください。

チーズパン３個＆
ブロッコリーのミルクパスタ

No.A0127

事前のお申
し込み不要Event

日時 1月16日(木)・19日(日)
10:10～16:10

定員 24組
講師 プチフラムスタッフ

受講料 ¥400(税込)

対象 小学生以下は保護者同伴
※１家族１回限り

柚子とホワイトチョコロール
（18cm1本）

ロールの日

柚子のさわやかな風味とホワイト
チョコのこっくりとしたクリームのコ
ラボをお楽しみください♪
※受付は通常のプチ・クッキングと同
じです。

定員 8組
受講料 ￥1,000(税込)

講師 かわごえ 直子
申込期限 1月6日(月)

対象 どなたでも

かわごえ直子の
お菓子エトセトラ

香ばしいカラメルリンゴと、濃厚なチーズクリー
ムと合わせて、バスク風チーズケーキ風に焼き
上げます。ご試食付。

シブーストなバスク風チーズケーキ
（8×15cm1台持ち帰り）

No.A0111a/A0111b

日時 1月11日(土) a:10:30～12:30
b:13:30～15:30

スイー
ツ

定員 6名
受講料 ￥800(税込)

講師 甲賀 安雄＆木村 倫代
申込期限 1月6日(月)

対象 どなたでも

手延べ中華麺体験＆
打ちたて坦々麺試食

手で延ばして延ばして作る長ーーい中華麺作り
を体験してみましょう。打ちたての麺も召し上
がっていただきます。

手延べ中華麺の坦々麺

No.A0113a/A0113b

日時 1月13日(月) a:10:30～12:30
b:13:30～15:30

料理

申込期限 1月6日(月)

大人の食育

美味しいごはんに合うバランスを考えたメ
ニューとなっています。食べて健康になるお薦め
メニューです。減塩にもなる汁物のつくり方など
ご紹介。

特A米のごはん／豚肉の味噌焼き／
玉ねぎ酢のサラダ／大豆汁／

玉ねぎ酢作り

No.A0110

料理

定員 6名
受講料 ￥1,200(税込)

日時 1月10日(金)10:30～13:30

講師 木村 倫代対象 大人

定員 6名 受講料 ￥1,200(税込)

日時 1月24日(金)
10:30～13:30

講師 大嶋 雅子

申込期限 1月10日(金)

対象 大人

紅茶

冬も紅茶でほっこり
ティータイム♪

寒い日は紅茶でほっこりとティータイムは
いかがですか？クルミとレーズンをたっぷ
り入れたパウンドケーキを作ります。冷凍
しておけるのでとても便利です。ご自分で
焼いたケーキはお持ち帰りいただきます。

クルミとレーズンのパウンドケーキ＆
1月におススメの紅茶

No.A0124

定員 6名 受講料 ￥1,500(税込)

日時 1月20日(月)
10:30～13:30

講師 トラン・ティ・ハー

申込期限 1月6日(月)

対象 大人

料理

ヘルシー美味しい
ベトナム料理

ベトナムのお正月料理を作って味
わっていただきます。

緑豆ちまき／
卵と豚肉の角煮／野菜の漬物

No.A0120

スイーツ

フランス バスク地方のお菓子です。ソフトタイプ
のクッキー生地にカスタード、チェリーを挟んだ
焼き菓子を作ります。

ガトーバスク

No.A0109

スイー
ツ

定員 6名 受講料 ￥1,800(税込)

日時 1月9日(木)10:30～14:00

講師 川口 淑恵

申込期限 12月26日(木)

対象 大人

※大東ガスのガスをご利用の
　お客様限定講座

大東ガスの
ガスをご契約の方
限定講座
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※講座スケジュール No.

プチフラム川口・鳩ヶ谷 アレルギーがある場合は
申込時にお知らせください。

休業日 休業日 休業日 休業日

休業日 休業日

〒334-0011 埼玉県川口市三ツ和1-16-1

営業時間 10時～18時
定休日 水曜日

プチフラム 川口・鳩ヶ谷
★埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷駅」出口1徒歩9分

有りP
定休日

定休日

定休日

定休日

埼玉県高速鉄道

(祝日の場合は翌平日)

鳩ヶ谷駅

122

ガストさん

須田
医院さん

消防署

武南
警察署

三ツ和
郵便局さん

はとがや
病院さん

川口市役所
鳩ヶ谷庁舎

鳩ヶ谷庁舎（西）

鳩ヶ谷
歩道橋

鳩ヶ谷
変電所前

三ツ和T字路 プチフラム

川口・鳩ヶ谷
※イベント開催時など使用  
　不可能な場合有り。
※店内ご利用の方に限ります。
※当駐車場内での、事故・盗難
　等の責任は一切負いません。

No.K0119

No.K0109

No.K0116

No.K0120

No.K0128 No.K0130

No.K0113 No.K0118

No.K0110
FAX 048-285-8370
TEL 048-285-8422

事前のお申
し込み不要Event 大人気！イベント情報♪　

人気のマドレーヌ2種を200円
で作ってお持帰り！

200円スイーツ
アールグレイ（3コ）と

プレーン（3コ）のマドレーヌ
鏡開き／ねずみ年の
チョコバナナクレープ

日時 1月25日(土)・26日(日)
10:00～受付開始

定員 20組
講師 プチフラムスタッフ

受講料 ￥200(税込)

対象 大人。お子様同伴
可能です。

日時 1月11日(土)
10:00～14:00

定員 30名 受講料 無料

対象 お一人様からどうぞ。
※小学生以下は保護者同伴

この一年が健やかで幸多い年
になりますように…願いをこめ
て鏡開きを楽しみましょう♪
スタッフ特製『チョコバナナク
レープ』も配ります！干支のねず
みがポイントです！

鏡開き

日時 1月13日(月)
10:30～14:00

定員 6名
受講料 ￥2,000(税込)

講師 川口 淑恵

申込期限 12月25日（水）

スイー
ツ

スイーツ

ほろ苦く香り高い抹茶とホワイトチョ
コレートのまろやかな甘みのガトー
ショコラを大人の味わいに仕上げます。
※箱はこちらで用意いたします。

抹茶のガトーショコラ（15cm）

No.K0113

定員 4名

受講料 ￥1,500(税込)

日時 1月18日(土)
10:30～14:00

講師 川口 淑恵
申込期限 12月26日（木）

対象 大人

パン

パン

白神こだま酵母を使って美味しいパン
を焼きましょう！国産小麦粉とドライ
アップルでりんごパンと、調理パンで人
気のツナオニオンパンの2種類のパンを
作ります。冬野菜のかぶと豆乳のスープ
をデモンストレーションします。

りんごパン／ツナオニオン
パン／かぶの豆乳スープ

No.K0118

※お子様連れは
　ご遠慮ください。定員 6名 受講料 ￥1,500(税込)

日時 1月16日(木)
10:30～13:00

講師 吽野 英里

申込期限 12月26日（木）

対象 大人

料理

料理

コチュジャンを仕込んでお持ち帰り
頂きます。韓国料理だけでなく、さま
ざまな料理にに使えるのでとても便
利ですよ。 

コチュジャンづくり／
ピリ辛肉味噌のフォー／
えのきのクリームチーズ和え／

マグロのユッケ

No.K0116

定員 6名 受講料 ￥1,500(税込)

日時 1月9日(木)
10:30～13:30

講師 橋本 ひとみ

申込期限 12月25日（水）

対象 大人

料理

料理

定番洋食ハンバーグ。シンプルなので、初心
者にもピッタリ。もちろんベテランさんも！
新しい発見や思い出すことも料理の醍醐味
です。和気あいあいで楽しく作りましょう♪

シンプルなハンバーグ人参グラッセ
添え～2種類のソース／牡蠣のチャ
ウダー／コールスローサラダ／ロー
ジネンケベック（木の実入りクッキー）

No.K0109

定員 6名

受講料 ￥1,200(税込)

日時 1月19日(日)
10:30～13:30

講師 木村 倫代

申込期限 12月26日（木）

キッズ料理

小学生だけの料理講座です。
洋食メニューを作ってみんな
で楽しく食べましょう♪
※受付と開催前説明は必ず
保護者同伴でお願いします。

とろーり卵のせハッシュド
ビーフ／オニオングラタン
スープ／サクサクいちごの
カスタードパイケーキ

No.K0119

対象 小学生

キッズ

定員 6名

受講料 ￥1,500(税込)

日時 1月20日(月)
10:30～13:30

講師 かわごえ 直子

申込期限 1月6日（月）

料理

れんこんの焼きおにぎりは、
シャキシャキ、モッチリ食感が
楽しめて癖になる味わい。 
旬食材を使って、おもてなし
にもなるメニュー。

挟みれんこんのモッチリ香
ばし焼きおにぎり／鶏肉の
柚子味噌包み焼き／パイ包
みのお吸い物～春よ来い

No.K0120

料理

対象 大人
定員 4名
受講料 ￥1,500(税込)

日時 1月28日(火)
10:30～14:00

講師 岡本 潤子

申込期限 1月14日（火）

パン

バターと牛乳の優しい味わい
のヴィエノアはクープを細か
く入れて焼くのが特徴です。
ロッキーロードはマシュマロ
をチョコで固めたスイーツ。
デモのみでカリフラワーの
スープがつきます。

ヴィエノア／
ロッキーロード／
カリフラワーのスープ

No.K0128

パン

※お子様連れは
　ご遠慮ください。対象 大人

定員 4名
受講料 ￥1,500(税込)

日時 1月30日(木)
10:30～14:00

講師 鳴嶋 廣美

申込期限 1月16日（木）

パン

いつものおかずがパンのフィ
リングに！野菜も一緒に食べ
られます。いろんな味が楽しめ
るお惣菜パンを3種類！体が
温まるスープとジンジャー
ティーもご用意します♪

お総菜パン三種（きんぴら・
照り焼きチキン・ハムエッグ）／
スープ／ジンジャーティー

No.K0130

パン

※お子様連れは
　ご遠慮ください。

対象 大人

定員 4名

受講料 ￥1,500(税込)

日時 1月10日(金)
10:30～14:00

講師 荻山 和也
申込期限 12月25日（水）

対象 大人

パン

パン

レモンチョコレートを生地に巻き込
んで作るレモンのクグロフと、モチモ
チのピタパン、豚肉を白ワインで軟ら
かく煮込んだ料理を作ります。

レモンのクグロフ（手仕込み1
個）／春よ恋のピタパン（機械
仕込み4個）／豚肉の白ワイン
煮込み（デモンストレーション）

No.K0110

※お子様連れは
　ご遠慮ください。

対象 大人※お子様連れはご遠慮ください。

【ご案内時間】
①10：10～　②11：20～
③12：30～　④13：40～
※9：45分より整理券を配布します。 



※講座受講中のお写真・動画の撮影につきましては、完成品
　以外お断りさせていただきますことご了承願います。
※キッズ講座における保護者さまの撮影につきましては、ご自
　身のお子さまのみとし、講座進行の妨げとならないようご
　協力願います。
※プチ・クッキング受講中の撮影につきましては、お待ちいた

　だくお客さまもおりますので、進行の妨げにならないようご
　協力願います。
※掲載の写真はすべてイメージです。
※教室により、終了時間が多少前後する場合がございます。
※ブログやtwitterなどへの掲載はご自身が作成されたもの
　のみとし、店舗内外装や他のお客さまなどそれ以外となる

　ものはご遠慮願います。
※原則として、講座受講中の早退は出来かねます。
※掲載の写真及びレシピ（ホームページを含む）の無断転用
　はご遠慮願います。

講座のお申し込み注意事項
♥講座お申し込みには、事前に会員登録をしていただきます。
会員登録には、ログインＩＤ・パスワードを設定していただく
必要があります。（キッズ講座のお申込みは保護者のログイ
ンＩＤからお申込み下さい。）
♥原則、開催日が同じ講座には、１講座しかお申し込み出来
ませんのでご注意ください。
♥お申し込みには、お申し込み件数の上限がございます。
　お申し込み件数が講座の定員を超える場合は抽選を行い
ますのでお早めにお申し込みをお願いいたします。
　なお、抽選結果は、お申し込み締切り後、ＨＰよりお申し込
みの当選者にはメールにてご連絡いたします。また、メール
アドレスをお持ちでない当選者には電話にてご連絡いたし
ます。講座の繰上げ当選は落選された方の中から順不同で
電話にてご連絡いたします。

♥当選後にキャンセルをする場合、キャンセル料がかかります
ので、お早めに電話にてご連絡をお願いいたします。（定休
日等を含む営業時間外の場合は留守番電話にご伝言を

　お願いいたします。）
　開催日の６日前（開催日を含みません）まで…無料
　開催日の５日前（開催日を含みません）から当日…受講料全額
　日数計算には定休日も含みます。キャンセル料をお支払い
ただいたお客さまにはレシピをお渡しいたします。
　但し、材料及び完成した作品は一切お持ち帰りいただけま
せん。あらかじめご了承ください。

♥講座開始時間を10分以上遅刻されますと、受講をお断り
させていただく場合がございます。その際、キャンセル料が
全額発生いたしますのでご注意ください。

♥グループでのお申し込みも可能です。その場合、お申し込み
時にグループ全員のお名前をお書き下さい。なお、グループ
での参加の場合は、グループ全員のお申し込みが別途必要
となります。
♥受講料は当日ご持参をお願いいたします。お支払いは、現金
または、Pay Payのみとさせていただきます。
♥講師の都合および天候などの理由により開催を中止させて
いただく場合がございます。

♥館内でのケガや事故、手荷物の盗難や紛失等につきましては、
一切の責任を負いかねます。

♥食品衛生上、マニキュア、ジェルネイル、爪の長い方は手袋
の着用をお願いしています。又、アクセサリーは外していた
だきます。

♥キッズスペースは託児施設とは異なります。
♥お申し込み時にいただいた個人情報は、講座以外の目的には
一切使用いたしません。

♥講座は19歳以上の方が対象となります。（キッズ講座を除く）

■特定商取引法に基づく表示
事 業 者…大東ガス株式会社
住 　 所…埼玉県入間郡三芳町大字藤久保字西1081番地1
代 表 者…清水 宏之介
お客さま専用ダイヤル（大東ガスお客さまコールセンター）
TEL 0120-121-362

講座のお申し込み方法
１ WEBサイトで… 

2 ご来店で… 

プチフラム川口・鳩ヶ谷

TEL 048-285-8422 営業時間 10時～18時
定休日 水曜日 (祝日の場合は翌平日)

★埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷駅」出口1徒歩9分

プチフラム富士見

TEL 049-268-5525

住所 〒354-0018 埼玉県富士見市西みずほ台1-2-7
「大東ガス プチフラム 富士見」

プチフラム志木

TEL 048-470-1925 営業時間 10時～21時
定休日 水曜日 (祝日の場合は翌平日)

★東武東上線「志木駅」東口徒歩30秒

住所 〒352-0001 埼玉県新座市東北2-39-10 ドゥーセット弐番館１階
「大東ガス プチフラム 志木」

住所 〒334-0011 埼玉県川口市三ツ和1-16-1
「大東ガス プチフラム 川口・鳩ヶ谷」

営業時間 10時～18時
定休日 水曜日 (祝日の場合は翌平日)

★東武東上線「みずほ台駅」西口徒歩2分

住所 〒351-0022 朝霞市東弁財3-4-4
「大東ガス プチフラム 朝霞」

プチフラム朝霞

TEL 048-460-4550 営業時間 10時～18時
定休日 水曜日 (祝日の場合は翌平日)

★東武東上線「朝霞台駅」南口徒歩7分

１ WEBサイト 2 ご来店

申込フォームに必須項目を入力し送信して下さい。
受信指定をされている場合は 「resv.jp」を
許可設定の上でお申込みください。

各店舗のご案内図は中面にございます。

プチフラム 検索
パソコンから

▶ スマートフォンから▼

【講座当選メール】
　いつも各店舗の講座をご利用いただ
き誠にありがとうございます。当選された
お客さまには、マイページにご登録頂い
たメールアドレスへ当選メールをお送り
しておりますが、エラーメールが戻ってき
てしまう場合がございます。
　11月1日以降は、当選メール送付後
の電話連絡は致しませんので、当選のご
確認はお客さまのマイページ＞予約状況
にてご確認下さい。当選のご確認をされ
ない場合の当日キャンセルにつきまして
は、原則キャンセル料が発生いたします
ので予めご了承ください。

講座のお申し込みについて

お知らせ
日頃、プチフラム各店をご利用
いただきまして誠にありがとう

ございます。

12/28(土)～1/6（月）とさせて
いただきます。また、水曜日は通常
通り定休日とさせていただきます。

年末・年始休業日


