冬 のおく

商 品や 配 送 に関 するお 問 い 合 わ せ は、各 店 舗 にて承ります。
※電話番号の市外局番は全て0466です。

カルディコーヒーファーム
久世福商店
こだわりや
GODIVA
ルピシア

38-2422
86-7039
54-9261
38-1825
38-1817

しらす問屋 とびっちょ

38-3188

配送料無料や送料込のギフト

冷凍
冷蔵

テラスモール湘南 冬ギフトカタログ

生鮮品等は冷蔵・冷凍にてお渡しいたします。
冷蔵・冷凍庫で保存し、冷蔵の場合は
お早めにお召し上がりください。

湘南マルシェのカタログでは、各商品ごとに「特定原材料」7品目を表示しております。詳細は各店舗にてご確認ください。

アレルギー表示について （食品衛生法で卵、乳、小麦、落花生、そば、えび、かにの表示が義務付けられています）

※本リーフレットに掲載している商品、価格は、
2022年11月12日時点のものです。 ※表示価格はすべて税込です。 ※掲載内容は予告無く変更になる場合がございます。

テラスモール湘南の公式アプリ

アプリ

いつでもどこでも、
最新情報を気軽にチェック。あなたの手の中に、
テラスモール湘南の 今 が集まります。

ポイント1

ポイント2

ポイント3

ポイントが
貯まる、使える

ポイントカードと
連携してポイントの
共有ができます

最新情報を
いつでも
チェック

まずはアプリを
ダウンロード

※Appleのロゴは、米国もしくはその他の国や地域にお
けるApple Inc.の商標です。App Storeは、Apple
Inc.のサービスマークです。
※Google Play および Google Play ロゴは、Google
LLC の商標です。

安全安心への取り組み
テラスモール湘南では、新型コロナウイルス感染防止措置として
次の対策を行っております。
公式ホームページ
はこちら

□スタッフのマスク着用。手指消毒の徹底
□定期的な館内換気の実施
□多くのお客様が手を触れる箇所の消毒強化

※営業時間についてはテラスモール湘南公式ホームページよりご確認をお願いします。

□館内主要箇所へのアルコール消毒液の設置

※不定休。
一部テナントの営業時間が異なる場合がございます。

□集中レジなどでの飛散防止シートの設置や待ち列の間隔設定

※周辺道路が混雑しますので、
ご来場の際には電車・バスなどの公共交通機関を
ご利用ください。

2022

﹁冬 ﹂ 湘南からの贈りもの
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090-3914-5900
38-1880
53-9187

38-1630
33-2422
86-7170
38-1845
47-8086
53-8135
38-1210

感謝が溢れる﹁冬﹂
湘南から﹁ありがとう﹂を贈ります

１Ｆ

メリーチョコレート
浅草梅園
銀座コージーコーナー
フロ プレステージュ
湘南スイーツセレクション
鎌倉紅谷
崎陽軒
鎌倉 井上蒲鉾店
ちがさき濱田屋
梅の花

テラスモール湘南限定 全国でここだけの販売商品

送料無料

アイコンの見方について

38-1836
38-1878
38-1623
38-1892
38-1810
47-8287
86-7220
38-1883
86-7102
86-7710
38-1686
86-7222
38-1841
38-1617
38-1230
54-8755
33-0023
54-8080

湘 南 マ ル シェ

湘 南 マ ル シェ

澤光青果
魚の山金
浜作
タカギフーズ
成城石井
ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー
パティガーデン
菓匠 清閑院
和菓子 菜の花
鵠沼しみず
治一郎
フランス風創作菓子 レ・シュー
フランセ
鎌倉ニュージャーマン
横濱文明堂
鎌倉小川軒
銀座あけぼの
トップス

１Ｆ

１Ｆ

SHOP LIST

湘 南 の 美 味 に 感 謝 を 込 めて

03
01

02

﹁ うれしい！ これって湘 南 から届いたの﹂

そんな言 葉 が聞 きたくて︑

湘 南の
﹁食﹂
で贈る気 持 ちを形に︒

テラスモール湘 南 が

冬の
﹁ ありがとう ﹂を 応 援しま す︒
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02

〈横濱文明堂〉
〈パティガーデン〉

フィナンシェ ギフト 15個入
1箱

3,078円（税込）

●内容：プレーンフィナンシェ、
コーヒーフィナンシェ、
紅茶フィナンシェ、
チョコフィナンシェ、
抹茶フィナンシェ×各3個
●お日持ち期間：販売から約30日間
●特定原材料：卵、乳、小麦

※掲載商品以外のギフト商品も多数ご用意しております。詳しくは各店へお問い合わせください。

03

1

湘南バラエティセットW

〈鵠沼しみず〉

湘南もなか

1箱

1箱

2,949円（税込）

●内容：オリジナルカステラ×1個、焼印入三笠山×3個、
かすてら巻×6個、
懐中しるこ×4個
●お日持ち期間：販売からカステラ約10日間、
かすてら巻・三笠山約20日間、懐中しるこ約180日間
●特定原材料：卵、乳、小麦
※販売期間：販売中〜2023年3月末
（予定）

1,080円（税込）

●内容：おてづくりもなか×6個、
北海道産つぶ餡×3袋、白餡×3袋
●お日持ち期間：製造から約90日間

テラスモール湘南限定

テラスモール湘南限定

2

※掲載商品以外のギフト商品も多数ご用意しております。詳しくは各店へお問い合わせください。

〈フランス風創作菓子 レ・シュー〉

鎌倉の散歩道「由比ヶ浜」
1箱

3,000円（税込）

●内容：鎌倉山の桜道×2個、
かまくり×1個、
熊のマドレーヌ
（ショコラ・メープル×各1個）、
天使の翼×1枚、
フィナンシェ カフェ×1個、
健人クッキー×4枚、匠×3個
●お日持ち期間：販売から約20日間
●特定原材料：卵、乳、小麦

〈鎌倉ニュージャーマン〉
〈鎌倉紅谷〉

鎌倉だより 12枚入

1箱

鎌倉咲菓27個入

1,080円（税込）

1箱

3,240円（税込）

●内容：かまくらボーロ×6個、あじさいチョコレート
（ミルク）
×
4個、パイ山桜×5個、手毬花（プレーン×8個、
ショコラ×2個、
ラムレーズン×2個）
●お日持ち期間：製造から約60日間
●特定原材料：卵、乳、小麦、その他（大豆、
オレンジ）
※販売期間：販売中〜12/21
（水）

●内容：鎌倉だより
（プレーン、あずき、
抹茶×各4枚）
●お日持ち期間：製造から約70日間
●特定原材料：卵、乳、小麦、その他（アーモンド、オレンジ、カシューナッ
ツ、くるみ、ごま、大豆を含む製品と共通の設備で製造しています）※はちみ
つを使用しておりますので、1歳未満の乳児には食べさせないでください。
※各日 数量限定のため、なくなり次第終了となります。

湘南が奏でる甘い物語

湘南から「冬」のありがとうを贈ります
手土産、
ご挨拶。湘南のスイーツで「冬」を語りたい。
ココロと気持ちをつなぐうれしい贈り物がここにあります。

〈湘南スイーツセレクション〉ガトー・ド・ボワイヤージュ

〈湘南スイーツセレクション〉ラ・マーレ・ド・チャヤ

焼菓子詰合せ13個入

1箱

3,240円（税込）

馬車道コレクション21個入

1箱

3,240円（税込）

●内容：横浜馬車道ミルフィユ（フランボワーズ、
チョコ、
レモン、
コーヒー×各1個）、幸せを呼ぶ馬車道馬蹄
パイ（シュガーバター、ストロベリー×各2個）
（チーズ、
メープル×各1個）、ガトー・オ・ガナッシュ×1個、
ガトー・ウィークエンド
（オレンジ）
×2個、
ガトー・スフレ
（ふっくら芳醇フロマージュ、ふっくら濃厚ショコラ
×各3個）、発酵バターのマドレーヌ×1個、焦がしバターのフィナンシェ×1個
●お日持ち期間：製造から約60日間
●特定原材料：卵、乳、小麦

●内容：マドレーヌ・シトロン、
ダクワーズ、
フロランタン、
フィナンシェ、
ショコラフィナンシェ×各1個、
葉山のショコラ・カロ×4個、抹茶フリアン×2個、
白味噌フリアン×2個
●お日持ち期間：製造から約60日間
●特定原材料：卵、乳、小麦

〈湘南スイーツセレクション〉鎌倉山ラスク
〈フランス風創作菓子 レ・シュー〉

にしかまふわっと檸檬

1箱

ギフトセット

〈フランス風創作菓子 レ・シュー〉

1,679円（税込）

猫とリス（ラングー・ド・シャ）

●内容：レモンケーキ×5個
●お日持ち期間：販売から約20日間
●特定原材料：卵、乳、小麦、その他（アーモンド）
※包装は季節により変わります。

※掲載商品以外のギフト商品も多数ご用意しております。詳しくは各店へお問い合わせください。

●内容：ラングー・ド・シャ×190g
●お日持ち期間：製造から約90日間
●特定原材料：卵、乳、小麦

3

1缶

2,784円（税込）

1箱

3,200円（税込）

〈湘南スイーツセレクション〉コーノロジー

Cornologyギフトボックス

●内容：オールドファッション、
アールグレイ、
アップルシナモン、
フル ーツサラダ、ベリーショートケー キ 、スイートポテト、
星メープル、星いちご、星ごま、ハートプレーン、ハートストロ
ベリー、ハートショコラ×各2枚、バームクーヘン、
クロワッサン
ラスク×各4枚
●お日持ち期間：製造から約60日間
●特定原材料：卵、乳、小麦

1箱

2,540円（税込）

●内容：ロッジマンズキャラメルS、
スウィートコーンS、
ダブルチェダーS、CスクエアドS、
ザデイリーグラインドS、
エノシマグリーンティーS×各1袋
●お日持ち期間：製造から約14日間
●特定原材料：乳
※落花生は原材料に含まれませんが、製造や輸送の過程で混入する恐れがあります。
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※掲載商品以外のギフト商品も多数ご用意しております。詳しくは各店へお問い合わせください。

冬のセレクトコレクション

贈る気持ちを身近に感じる「冬」ギフト
普段使いの「ありがとう」を形にしました。
ティータイムを彩るお馴染みのスイーツを気軽に贈る。テラスモール湘南のセレクトです。

〈フロ プレステージュ〉

チュイール ブラン 7枚入りギフト
1箱

1,296円（税込）

●内容：チュイールブラン×7枚
●お日持ち期間：製造から約30日間
●特定原材料：卵、乳、小麦、その他（大豆、
アーモンド）
※販売期間：販売中〜12/31
（土）

〈フランセ〉

〈フランセ〉

フランセ ベストセレクション 21個入
1箱

レモンケーキ 12個入

3,402円（税込）

1箱

3,240円（税込）

●内容：レモンケーキ×12個
●お日持ち期間：製造から約80日間
●特定原材料：卵、乳、小麦

●内容：フランセビスキュイ×6枚、
レモンケーキ×3個、
果実をたのしむミルフィユ
（いちご、れもん、
ピスタチオ、
ジャンドゥーヤ×各3個）
●お日持ち期間：製造から約70日間
●特定原材料：卵、乳、小麦

〈銀座コージーコーナー〉

銀座スイーツ
（20個入）

1箱

2,160円（税込）

●内容：マドレーヌ
（バター、
ショコラ、いちご、抹茶×各1個）
（オレンジ×2個）、
クッキー（チェック、
フランボ
ワーズ、
シナモン、
ピスターチ×各2個）、
フィナンシェ×1個、
マドレーヌ オ ショコラ×1個、
フルーツケーキ
×1個、
ダブルベリーケーキ×1個、ハニーマドレーヌ×2個
●お日持ち期間：製造から約90日間
●特定原材料：卵、乳、小麦、その他（アーモンド、
オレンジ、
大豆）
※はちみつを使用している商品がございます。

〈ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー〉

〈ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー〉

ハートのベイクドショコラ 4個入
1箱

ミルフィーユショコラ 12個入

1,920円（税込）

1箱

●内容：いちご、
レモン、
ブルーベリー、
オレンジ、紅茶、
コーヒー×各2個
●お日持ち期間：製造から約60日間
●特定原材料：乳、小麦
※販売期間：販売中〜2023年3月末
（予定）

●内容：いちご、キャラメルチョコレート、
ピスタチオ、
ホワイトチョコ×各1個
●お日持ち期間：製造から約60日間
●特定原材料：卵、乳、小麦
※販売期間：販売中〜2023年3月末
（予定）

※掲載商品以外のギフト商品も多数ご用意しております。詳しくは各店へお問い合わせください。

2,500円（税込）
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〈銀座コージーコーナー〉

ギフトアソート（34個入）

1箱

〈銀座コージーコーナー〉

3,240円（税込）

ガトーセレクション
（11個入）

●内容：マドレーヌ
（バター、いちご、
ショコラ×各3個）、バトンマカダミア×4個、
クッキー（チョコチップ、
バター×各3個）、焼きショコラ
（ミルクアーモンド、
いちご、宇治抹茶×各2個）、
ハニーマドレーヌ×2個、
マドレーヌ オ ショコラ×2個、
フィナンシェ×2個、
ショコラサブレ×3個
●お日持ち期間：製造から約90日間
●特定原材料：卵、乳、小麦、その他
（アーモンド、大豆）
※はちみつを使用している商品がございます。
※販売期間：販売中〜12月中旬
（予定）

1箱

2,160円（税込）

●内容：ラ コンコルド×3個、
バウムクーヘン×3個、
フィナンシェ×5個
●お日持ち期間：製造から約90日間
●特定原材料：卵、乳、小麦、その他（アーモンド、
ごま、
大豆）
※はちみつを使用している商品がございます。
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※掲載商品以外のギフト商品も多数ご用意しております。詳しくは各店へお問い合わせください。

定番のブランドコレクション

ブランドいち推しコレクションで至極の冬
定番のブランドから冬に映える逸品をセレクト。
いつもの冬に彩り華やかな美味しさを贈ります。

〈鎌倉小川軒〉

レーズンウィッチアソート 20個入
1箱

3,110円（税込）

●内容：レーズンウィッチ×10個、
レーズンウィッチ コーヒー×10個
●お日持ち期間：販売から約7日間
●特定原材料：卵、乳、小麦
※12/25
（日）
までの期間中、配送先1件につき2,500円（税込）以上で、
全国送料一律600円
（税込）
（クール代無料）

冷蔵

ご近所
マルシェ

〈ルピシア〉

ブック オブ ティー・ダンス！ダンス！ダンス！
1箱

3,850円（税込）

●内容：ティーバッグ×30個、
紅茶プチ缶（リーフ）
×1個、小冊子×1冊、
オリジナルチャーム×1個
●お日持ち期間：2023年8月まで
※数量限定のため、なくなり次第終了

〈トップス〉

ヤミーWB 24枚入

1箱

2,268円（税込）

●内容：プレーン×12枚、
ココア×12枚
●お日持ち期間：製造日から約150日間
●特定原材料：卵、乳、小麦、その他（大豆、
オレンジ、
アーモンド）
※数量限定のため、なくなり次第終了

〈メリーチョコレート〉

エレガントギフト

1箱

5,400円（税込）

●内容：ファンシーチョコレート×40個、
マロングラッセ×5個、
ミルフィーユ×9個、
プレーンチョコレート×16枚、
チョコレートブラウニー×5個
●お日持ち期間：製造から約120日間
●特定原材料：卵、乳、小麦、その他（アーモンド、
くるみ、大豆）
※12/31(土)までの期間限定、全国送料無料
（クール便、沖縄などの一部離島を除く）
※数量限定のため、なくなり次第終了

送料無料

ご近所
マルシェ

〈治一郎〉

〈GODIVA〉

治一郎・ラスクセット

ゴールド コレクション（20粒入）
1箱

1箱

5,400円（税込）

●内容：チョコレート×20粒
●お日持ち期間：製造から210日間
●特定原材料：乳、小麦、その他（大豆、
アーモンド）
※全国送料一律660円
（税込）

※掲載商品以外のギフト商品も多数ご用意しております。詳しくは各店へお問い合わせください。

3,500円（税込）

●内容：バウムクーヘン（高さ約8cm）
×
1個、
ラスク
（バター×5枚、青梅×5枚、
ラズベリー×4枚）
●お日持ち期間：販売から約10日間
●特定原材料：卵、乳、小麦
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※掲載商品以外のギフト商品も多数ご用意しております。詳しくは各店へお問い合わせください。

厳 選 された 和 菓 子コレクション

〈菓匠 清閑院〉

栗しぐれ 詰合せ

1箱

3,240円（税込）

〈横濱文明堂〉

極上金かすてら（P）2号 2本紙箱入
1箱

極上金かすてら・三笠山 詰合

5,940円（税込）

1箱

●内容：極上金かすてら
（P）
2号 ×2本
●お日持ち期間：販売から約14日間
●特定原材料：卵、小麦

4,050円（税込）

●内容：極上金かすてら
（P）
2号 ×1本、
三笠山×5個
●お日持ち期間：販売からかすてら約14日間・
三笠山約20日間
●特定原材料：卵、小麦

多 くの人に愛 される和 菓 子はギフトの定 番 ︒
大 切 なあの方へ︑信 頼と感 謝の心 を 込 めて︑
この冬は湘 南 から和 菓 子 を贈りま す︒

〈横濱文明堂〉

それぞれ

1箱

5,400円（税込）

●内容：一点×3袋、二結×3袋、三果×4袋、
五鯉×4袋、
六瓢×5袋、七宝×5袋
●お日持ち期間：製造から約80日間
●特定原材料：乳、小麦、
えび、
その他
（大豆、
ゼラチン、
ごま）

〈銀座あけぼの〉

それぞれ

1箱

3,240円（税込）

●内容：一点×4袋、二結×4袋、三果×4袋、
五鯉×4袋、
六瓢×1袋、七宝×1袋
●お日持ち期間：製造から約80日間
●特定原材料：乳、小麦、
えび、
その他
（大豆、
ゼラチン、
ごま）

世 代 を 超 えて 愛 さ れ る 和 菓 子 は 信 頼 の 味

●内容：栗しぐれ×6個、華ときわ×4個、
栗ごろも×3個
●お日持ち期間：製造から約30日間
●特定原材料：卵、乳、小麦
※11/30
（水）
までの期間中、
配送先1件につき3,240円（税込）以上で、
全国送料一律500円
（税込）

〈銀座あけぼの〉

〈浅草梅園〉

一口羊かん（16本入）
1箱

〈銀座あけぼの〉

4,752円（税込）

味の民藝

●内容：一口羊かん
（本煉×8本、抹茶×4本、小倉×4本）
●お日持ち期間：製造から約1年間
※数量限定のため、各日なくなり次第終了

1箱

3,240円（税込）

●内容：チーズおかき×4個、
チーズアーモンド×4個、
チョコアーモン
ド×6個、チョコカシューナッツ×6個、揚げ塩×6個、揚げ醤油×6
個、松の実あられ×5個、黒豆おかき×2個、草加小丸×3個、海苔羽
衣×6個、海老焼塩×3個、胡麻白醤油×7個
●お日持ち期間：製造から約80日間
●特定原材料：乳、小麦、
えび、
その他
（大豆、
ごま、
カシューナッツ、
アーモンド）

〈和菓子 菜の花〉
〈湘南スイーツセレクション〉日影茶屋

月のうさぎと小田原うさぎの詰め合わせ
1箱

らんとう・おかき詰合せ

3,850円（税込）

1箱

●内容：月のうさぎ×5個、月の黒うさぎ×5個、
小田原うさぎ×5個
●お日持ち期間：製造から約4日間
●特定原材料：卵、乳、小麦、その他（大豆）

※掲載商品以外のギフト商品も多数ご用意しております。詳しくは各店へお問い合わせください。

3,240円（税込）

●内容：らんとう×1個、おかき おぼろ×1個、おかき 焼き海苔×1個、
おかき 里のおかき×1個、
おかき 黒大豆×1個
●お日持ち期間：製造から約45日間
●特定原材料：卵、小麦
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〈湘南スイーツセレクション〉鎌倉まめや

〈鵠沼しみず〉

鎌倉豆づくしM20

鵠沼しみず もなか 幸
1箱

1箱

3,240円（税込）

2,160円（税込）

●内容：マヨネーズピー、小町豆、塩豆、みそ落花生、
カレービンズ、
抹茶、湘南ミックス、梅豆×各1袋
●お日持ち期間：製造から約60日間
●特定原材料：卵、乳、小麦、落花生、
えび

●内容：おてづくりもなか×10個、
北海道産つぶ餡×5袋、白餡×5袋
●お日持ち期間：製造から約90日間
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※掲載商品以外のギフト商品も多数ご用意しております。詳しくは各店へお問い合わせください。

セレクトショップが選ぶ冬ギフト

ちょっと贅沢な「冬」を贈ります

食卓が華やぐ、
うれしい冬の贈りもの

冬のごちそうギフト

人気のセレクトショップから冬のギフトをセレクト。
多彩なジャンルで「食」がより魅力的に、そして豊かな時間を約束します。

食卓を囲む機会が増える冬。
ちょっと贅沢に特別な「食」を贈りましょう。
年末年始に悦ばれる逸品を選びました。

〈タカギフーズ〉

神奈川県産
やまゆりポーク味噌漬け
1箱

〈カルディコーヒーファーム〉

カフェカルディ
ドリップコーヒーギフト
20Pセット ギフトBOX入り
1箱

冷蔵
〈タカギフーズ〉

3,000円（税込）

たかぎ厳選和牛
肩肉 すき焼き

●内容：ブルーマウンテンブレンド10g×5パック、
ツッカーノブルボン10g×5パック、
プレミアム
モカブレンド10g×5パック、有機プレミアムブ
レンド10g×5パック
●お日持ち期間：製造から約365日間

1箱

〈カルディコーヒーファーム〉

カフェカルディ
ドリップコーヒーギフト
10Pセット ギフトBOX入り

〈タカギフーズ〉

10,000円（税込）

とろとろ煮豚2本セット

●内容：和牛すき焼き用 肩 600g
●お日持ち期間：製造から約4日間
※販売期間：販売中〜12/25
（日）
※発送限定

〈カルディコーヒーファーム〉

1箱

4,800円（税込）

●内容：やまゆりポークロース肉味噌漬け100g×8枚
●お日持ち期間：製造から約4日間
●特定原材料：小麦
※販売期間：販売中〜12/25
（日）

1箱

冷蔵

フランス
シャンパーニュ・ポール・グール
トラディション・ブリュット
プルミエ・クリュ
1箱

4,500円（税込）

●内容：肩ロース 煮豚 2本（1kg）
●お日持ち期間：店舗にてご確認ください。
●特定原材料：卵、乳、小麦
※販売期間：販売中〜12/25
（日）

冷凍

5,478円（税込）

●内容：750ml×1本、
ワイン用ギフトBOX×1個

1,500円（税込）

●内容：ブルーマウンテンブレンド10g×5パック、
プレミアムモカブレンド10g×5パック
●お日持ち期間：製造から約365日間

〈崎陽軒〉

おいしさ長もちシウマイ5種6箱詰合せ

1箱

4,400円（税込）

●内容：おいしさ長もち 昔ながらのシウマイ12個入(6個入×2)×2、
おいしさ長もち 特製シウマイ6個入×1、
おいしさ長もち 黒豚シウマイ6個入×1、
おいしさ長もち えびシウマイ6個入×1、
おいしさ長もち かにシウマイ6個入×1
●お日持ち期間：出荷日を含め10日間 ●特定原材料：小麦、
えび、
かに、その他（ごま、
豚肉、大豆）
※発送限定

〈こだわりや〉

きじま おそうざいセット

1箱

4,536円（税込）

●内容：天然まぐろカマ煮付け×2個、神山鶏手羽黒酢煮×5本、
放牧豚肉味噌×100g、
神山鶏の親子スープ中華風×1袋
●お日持ち期間：製造から約3ヶ月間
●特定原材料：小麦、卵
※発送限定 送料込

〈久世福商店〉

久世福 あったかギフト
1箱

4,700円（税込）

●内容：万能だし
（8g×5包）
×1個、北海道鮭
のだし雑炊（18.9g）
×1個、宮崎鶏のだし
雑炊（20.5g）
×1個、大人のしゃけしゃけめ
ん た い（ 8 0 g ）×1 個 、食 べ るす き 焼 き
（130g）
×1個、あおさ海苔佃煮（145g）
×1
個、大人の鶏そぼろ
（135g）
×1個、久世福
のだし贅沢の極み（８g×５包）
×1個
●お日持ち期間：製造から約180日間
●特定原材料：小麦・卵、その他（さば、大豆、
魚醤（魚介類）、
さけ、
鶏肉、牛肉、豚肉）
※販売期間：販売中〜12/31
（土）

〈久世福商店〉

〈梅の花〉

久世福ベストヒットギフト
1箱

おふたりさま

3,000円（税込）

1セット

●内容：いちごミルクの素（290ml）
×1個、
海苔バター（145g）
×1個、七味なめ茸
（130g）
×1個、
あんバター
（125g）
×1個、
大人のしゃけしゃけめんたい
（80g）
×1個
●お日持ち期間：製造から約180日間
●特定原材料：小麦、
乳成分、
その他
（大豆、
ごま、
さけ）
※販売期間：販売中〜12/31
（土）

※掲載商品以外のギフト商品も多数ご用意しております。詳しくは各店へお問い合わせください。
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〈こだわりや〉

出雲 生そばセット
1箱

4,536円（税込）

●内容：国内産生そば
（5割）100g×6、
有機めんつゆ250ml×1
●お日持ち期間：製造から約180日間
●特定原材料：小麦、そば
※発送限定 送料込

〈崎陽軒〉

シウマイ・惣菜詰合せ
1箱

4,400円（税込）

●内容：真空パックシウマイ 15個入×3、
牛肉角煮(1人前)×1、ふかひれスープ(1人前)×1、
豚むし肉(1人前)×1
●お日持ち期間：製造から約5か月間
●特定原材料：卵、小麦、
かに、
その他
（牛肉、鶏肉、豚肉、大豆）
※発送限定

シウマイとカレー横濱セット
1箱

4,900円（税込）

●内容：とうふしゅうまい(36g×5個入)×1袋、
かにしゅうまい(34g×5個入)×1袋、
茶碗蒸し(140g)×2パック、
生麩
（よもぎ麩・あわ麩）110g×1パック、木の芽味噌（20g）
×1袋、柚子味噌（30g）
×1袋、
豆腐ハンバーグ
（130g）
×2個、久留米ソース
（30g）
×2袋
●お日持ち期間：製造から冷凍で20日以上・詳しくは店頭にてご確認ください。
●特定原材料：卵、乳、小麦、
えび、
かに
※発送限定、
送料込み、
価格には箱代が含まれております。
※注文より7日後までに発送とさせて頂きます。
※詳しくは店頭にてご確認ください。

〈崎陽軒〉

3,500円（税込）

●内容：真空パックシウマイ 15個入×3、
横濱かりぃ(1人前)×3
●お日持ち期間：製造から約5か月間
●特定原材料：小麦、
その他
（ごま、
豚肉、
りんご、大豆、バナナ）
※発送限定

冷凍
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※掲載商品以外のギフト商品も多数ご用意しております。詳しくは各店へお問い合わせください。

1箱

〈鎌倉 井上蒲鉾店〉

3,240円（税込）

蒲鉾詰め合せ 萩B

●内容：かつお酒盗（130g）
、
まぐろ酒盗（130g）
、
かつお塩辛（130g）
●お日持ち期間：製造から約3ヶ月
（商品により異なります）
※開封後は冷蔵庫に保管し、お早めにお召し上がりください。 ※販売期間：販売中〜12/20
（火）

送料無料

1箱

〈澤光青果〉

4,245円（税込）

長野県産
プレミアムりんごジュース

●内容：蒲鉾×1本、
小判揚×5枚、
梅花はんぺん×5枚、静の笛×2袋
●お日持ち期間：販売から冷凍で約21日間 ●特定原材料：大豆
※11/30
（水）
までの期間中、全国送料一律クール便にて配送料750円
（税込）

冷蔵

2,700円（税込）

１箱（1,000ml×2本）

冷凍

●内容：長野県産りんごジュース1ℓ×2本
●お日持ち期間：店頭にてご確認ください。

〈澤光青果〉

旬のりんご詰め合わせギフト
1箱

3,650円（税込）

●内容：りんご6個入
※旬のりんごを選びますので
品種が変わる場合があります。
●お日持ち期間：店頭にてご確認ください。

ご飯 やお 酒のお 供 から︑
主 菜 ︑果 汁 ︑デザー ト まで︒
贈る相 手 を 想いながら
好みに合 わせてお 選 びいた だけま す︒

〈魚の山金〉
〈魚の山金〉

まるきた水産 辛子明太子
（あごおとし）

まるきた水産 甘塩たらこ
1箱

4,860円（税込）

1箱

送料無料

4,860円（税込）

●内容：辛子明太子450g入
●お日持ち期間：販売から約7日間
※販売期間：販売中〜12/20
（火）

●内容：甘塩タラコ450g入
●お日持ち期間：販売から約7日間
※販売期間：販売中〜12/20
（火）

冷凍

送料無料

冷凍

〈ちがさき濱田屋〉

たたみいわし詰合せ

3,402円（税込）

1箱（3袋入）

●内容：たたみいわし
（8枚入）
×2袋、
手焼きしらすのり
（6枚入）
×1袋
●お日持ち期間：製造から約60日間
●特定原材料：小麦

新 鮮 な 素 材 を 生 かす 冬の味 覚

しいの食品 小田原珍味松五郎3本セット

﹁ 美 味 しい！ ﹂が
う れ しい 贈 り 物

〈魚の山金〉

〈澤光青果〉

早和果樹園 和歌山県産
飲むみかん10本ギフト 1箱 2,700円（税込）
●内容：飲むみかん180ml×10本
●お日持ち期間：製造日より約12ヶ月

たたみいわし詰合せ

2,160円（税込）

1箱（2袋入）

●内容：たたみいわし
（8枚入）
×1袋、
手焼きしらすのり
（6枚入）
×1袋
●お日持ち期間：製造から約60日間
●特定原材料：小麦

〈しらす問屋 とびっちょ〉

しらすづくしセット
1箱

5,500円（税込）

●内容：冷凍生しらす
（100g）
×2パック、冷凍釜揚げし
らす
（260g）
×1パック、
ちりめんじゃこ
（50g）
×1パッ
ク、
しらす生姜（130g）
×1パック、
しらすの佃煮ごま
（100g）
×1パック、
たたみいわし
（5枚入）
×1パック
●お日持ち期間：お届けから約14日間
●特定原材料：小麦、
えび、
かに
※しらすはエビ・かにが混ざる漁法で採取しています。
※発送限定

たたみいわし詰合せ

生しらす釜揚げしらすセット
1箱

2,800円（税込）

2,800円（税込）

1箱（2袋入）

●内容：冷凍生しらす
（100g）
×2パック、
冷凍釜揚げしらす
（120g）
×2パック
●お日持ち期間：お届けから約5日間
●特定原材料：えび、
かに
※しらすはエビ・かにが混ざる漁法で採取しています。
※発送限定

冷凍

●内容：たたみいわし
（8枚入）
×2袋
●お日持ち期間：製造から約60日間

※しらすの不漁により、期間中に商品をご用意できない場合がございます。
※本製品で使用しているしらすはえび、
かにが混ざる漁法で捕獲しています。

〈成城石井〉

成城石井自家製
プレミアムチーズケーキ3本セット

1箱

4,000円（税込）

●内容：プレミアムチーズケーキ×3本 ●お日持ち期間：解凍後3日間 ●特定原材料：卵、乳、小麦
（日） ※発送限定
〜12/25
（日） ※お届け期間：11/15（火）
※ご注文承り期間：受付中〜12/11

冷凍

冷凍

〈成城石井〉

成城石井自家製 DLG金メダル受賞セット
1セット
〈浜作〉

〈浜作〉

テラスモール湘南干物セット
1箱

6,480円（税込）

●内容：キンキ×1枚、金目鯛×1枚、
ホッケ×1枚、鯖×1枚、
秋刀魚×2枚、
真あじ×3枚
●お日持ち期間：販売から約60日間
※送料無料は関東及び一部地域、
詳しくは店頭にてご確認ください。

送料無料

冷凍

テラスモール湘南限定

〈浜作〉

自家製西京味噌漬詰合せB
1箱

5,940円（税込）

1箱

●内容：さば西京漬×2切、
銀だら西京漬×2切、
金目鯛西京漬×2切、
とろ鮭西京漬×3切
●お日持ち期間
（約）
：冷凍で60日間
※送料無料は関東及び一部地域、
詳しくは店頭にてご確認ください。

送料無料

冷凍

※掲載商品以外のギフト商品も多数ご用意しております。詳しくは各店へお問い合わせください。

伊豆中 金目鯛 みそ漬

テラスモール湘南限定
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5,940円（税込）

●内容:金目鯛みそ漬×10切
●お日持ち期間：販売から冷凍で約90日間
※発送限定
※送料無料は関東及び一部地域、
詳しくは店頭にてご確認ください。

送料無料

冷凍

〈成城石井〉

成城石井
人気スープ食べ比べセット

1箱

4,000円（税込）

●内容：ポークウインナー180g×1、
黒胡椒ポークウインナー180ｇ×1、
粗挽きウインナープレーン180ｇ×1、
ロースハムスライス90g×1
フライッシュケーゼ粗挽き100ｇ×1、
●お日持ち期間：製造から約10日間 ●特定原材料：乳、小麦
までのご注文で5％OFF
※早期割引：11/30（水）
※沖縄・離島への配送は承れません。
（日）
※ご注文承り期間：受付中〜12/11
（日）
〜12/25
※お届け期間：11/15（火）
※発送限定

400円（税込）
5,400
5

オマール海老の旨み
●内容：＜成城石井desica＞チーズ仕立てのコクうまコーンポタージュ180ｇ×2、
ひきたつ濃厚ビスクスープ180ｇ×2、5種豆と有機キヌアのごろごろミネストローネ160ｇ×2、
ボルシチ200ｇ×2
ミネストローネ200g×２、
＜成城石井スープ＆ミー＞クラムチャウダー200ｇ×2、
●お日持ち期間：店頭にてご確認ください。 ●特定原材料：店頭ににてご確認ください。
までのご注文で5％OFF
※早期割引：11/30（水）
（日） ※発送限定
〜12/25
（日） ※お届け期間：11/15（火）
※ご注文承り期間：受付中〜12/11

冷蔵

14

※掲載商品以外のギフト商品も多数ご用意しております。詳しくは各店へお問い合わせください。

