
店長おすすめ月いち名物時間限定バーゲン 美味しい神奈川県産品

イベントのご紹介

28（金）
3/1（日）
～

450円（税込486円）
成城石井desica 
北海道産えびすかぼちゃのポルボローネ
100g

28（金）
3/1（日）
～

5,290円（税込5,819円）
モエ・エ・シャンドン ロゼ（箱なし）
750ml

おいしい「魚の山金」の鮮魚
TEL.38-1878

※電話番号の市外局番は全て0466です。※売価表示は、本体価格と税込価格を併記としております。 ※商品は多数用意しておりますが、万一品切れの場合はご容赦ください。 ※数や取扱期間など、商品の詳細は各店にお問い合わせください。 ※写真はイメージです。

第八十七回1F

時間限定バーゲン 3日間限定の大特価商品をお届けします！

美味しい神奈川県産品 “地物は美味しい”の考えのもと
神奈川県産食材のご紹介！

月いち名物 試食販売や店頭パフォーマンスなど、
楽しい企画が盛りだくさん！

Daily Foods

おいしい「成城石井」のグロッサリー
TEL.38-1810

世界中のグルメの品質と
おいしさにこだわった

「食のライフスタイルスーパー」

おいしい「澤光青果」の野菜・果物
TEL.38-1836

高鮮度・高品質の野菜・果物を
お求めやすいお手頃価格で
ご提供しております。

おいしい「タカギフーズ」のお肉
TEL.38-1892

安心・安全・健康をモットーに、
指定牧場や工場と契約し
プロが選定した、柔らかくて
おいしい牛肉をご提供。

ジューシーな旨みをご堪能ください。

タカギフーズ
TEL.38-1892

通常価格より更に
お値打ち価格にて商品を
ご提供しております。

毎月29日は肉の市

お見舞いに、お土産に。
ご要望・ご予算に応じた
ギフトをお作りいたします。
お気軽にスタッフまで。

おいしい「浜作」の塩干
TEL.38-1623
国内、国外を問わず

旬の魚にこだわり、目利きで
集積した海産物専門店です。

上質で美味な専門店ならではの
店長おすすめの食材をご紹介！店長おすすめ 

澤光のおいしい
フルーツギフト

ご要望・ご予算に応じた
お好みのギフトセットを
お作りいたします。

お気軽にお声かけください。

浜作のおいしい
塩干ギフト

「月いち名物」は湘南マルシェ生鮮売場が通常は「毎月第4金・土・日」に
お届けする面白市です。見て食べて楽しい実演販売アリ、
嬉しいビックリ価格アリの「月いち名物」に是非お越し下さい！

磯野店長

「葉山牛」の脂身は手
の平に乗せただけで
溶け出す程の繊細さ
で、美味絶妙な味わ
いです。

魚の山金バイヤーが
目利きし、
厳選した銘品を
取り揃えております。
売場は右図の
のぼりが目印です。

【北海道水産銘品撰】
コーナーができました！

とろける食感でジューシーな味わい、濃厚な甘みが詰まった
「柑橘の大トロ」です。

1パック 498円（税込538円）
愛媛県産他 
せとか

期間中

100パック
限定

甘みが強く適度な酸味があり、香りよく果汁も豊富でしっかり
とした味わいが楽しめます。

1パック 398円（税込430円）
佐賀県産他 
はまさき

期間中

100パック
限定

ひなまつりは蛤のお吸物！蛤は昔から女性の幸せを象徴する
ものとされ、縁起物として扱われてきました。

100g 298円（税込322円）
千葉県産 
活蛤

期間中

50kg
限定

食べやすい大きさに切り出してあるので焼くだけ簡単調理！
300g 1,000円（税込1,080円）
国内産
国産牛ステーキ切り出し

各日

20kg
限定

今回のみ限定で人気のあご入万能だしのお試しパック付！
美味しさをこの機会にお試しください。

1袋（50g） 450円（税込486円）
あご入万能だし 
わかめスープ

期間中

30袋
限定

9種類の具材で旨みたっぷり、彩り鮮やか。酸っぱすぎず甘
すぎず、じゃこの風味豊かなお手軽ちらし寿司の素です。

150g×2 690円（税込746円）
成城石井
ちらし寿司の素

相模ハムオリジナルブレンドのスパイスを使用した、ポークウ
インナーです。パリッとした歯ごたえや香り豊かなコクとおいし
さが味わえます。

1袋 298円（税込322円）
相模ハム
特選ポークウインナー

期間中

100袋
限定

100g 

1,980円（税込2,139円）

神奈川県産
葉山牛サーロインステーキ

期間中

5kg
限定

各1パック

300円（税込324円）

藤沢市長後産
桑山さん家の
トマト・中玉トマト 計50パック

限定

価格は店頭にて！
江ノ島産 
海の恵み海藻

毎月第4○・○・○開催中！日土金

28
（金）
29
（土）

3/1
（日）

2月は

28（金）
3/1（日）
～

28
（金）

朝得！！

限定
300切

1,000円（税込1,080円）

【10時より】
アメリカ産 
銀だら切身（西京漬）
5切

29
（土）

朝得！！

限定
20kg

290円（税込314円）

【10時より】
うるう年 大特価！
熊本県産 活あさり
1パック
（400g）

3/1
（日）

朝得！！

限定
10kg

1,000円（税込1,080円）

【10時より】
北海道産 
味付いくら（醤油味）
1パック
（120g）

28
（金）

朝得！！

限定
100コ

148円（税込160円）

【10時より】
茨城県産他 
レタス
1コ

29
（土）

朝得！！

限定
100コ

158円（税込171円）

【10時より】
愛知県産他 
ブロッコリー
1コ

3/1
（日）

朝得！！

限定
100パック

198円（税込214円）

【10時より】
熊本県産他 
トマト
1パック

28
（金）

朝得！！

限定
15kg

298円（税込322円）

【10時より】
神奈川県産
やまゆりポークしゃぶしゃぶ用
100g

29
（土）

朝得！！

限定
20kg

980円（税込1,059円）

【10時より】
国内産
国産牛こま切れ
300g

3/1
（日）

朝得！！

限定
10kg

880円（税込951円）

【10時より】
国内産 たかぎ厳選和牛
バラカルビ焼肉用
100g

28
（金）

朝得！！

限定
30セット

599円（税込647円）

【10時より】
小田原産 
真あじ開き
1セット
（3枚）

29
（土）

朝得！！

限定
30パック

498円（税込538円）

【10時より】
焼きいか
1パック（140g）

3/1
（日）

朝得！！

限定
20パック

700円（税込756円）

【10時より】
北海道直送 
鮭・いくら親子漬
1パック
（100g）

成城石井のおすすめ品！

450円（税込486円）
成城石井desica 
沖縄県産黒糖ときな粉のポルボローネ
100g

2/28（金）限定2/28（金）～3/1（日）

2/28（金）～3/1（日）2/28（金）～3/1（日）2/29（土） 16：00～

2/28（金）～3/1（日）

2/28（金）～3/1（日）2/28（金）～3/1（日）2/29（土）・3/1（日）

2/28（金）～3/1（日）

2/28（金）～3/1（日）

海藻には食物
繊維が豊富でミ
ネラル、ビタミン
もたっぷりです。

磯部店長

甘みが強く適度な酸味
があり、香りよく果汁も
豊富でしっかりとした味
わいが楽しめます。

新川店長

2/29（土）は
4年に一度の幻の肉の市！！

2/29（土）は
4年に一度の幻の肉の市！！

当店で年間を通しおすすめしている国産生本まぐろです。人気
イベントの解体セール！特別価格ですので是非ご賞味下さい。

中トロ・大トロ 1冊 1,500円（税込1,620円）
生本まぐろ解体セール

鮮度が
ご馳走!

桑山さん

※時化等の状況により
　入荷がない場合もあります。

※アルコールのお会計は成城石井店内専用レジのみとなります。

対面コーナーの商品表示価格より 29%OFF！
OPENの10時～13時までの時間限定



※電話番号の市外局番は全て0466です。※売価表示は、本体価格と税込価格を併記としております。 ※商品は多数用意しておりますが、万一品切れの場合はご容赦ください。 ※数や取扱期間など、商品の詳細は各店にお問い合わせください。 ※写真はイメージです。

土日祝日・雨天時は周辺道路・駐車場が混雑しますので、電車・バス等公共交通機関のご利用をお願い致します。

※自動アナウンス ※電話番号はお間違いのないようおかけください。

花かんむりと
ピンク色がかわいい

うさぎ型の
アイシングクッキー♪

桃の節句 5号
1台（直径15cm・4～6名様用） 
3,600円（税込3,888円）
ふわふわスポンジに、スライス苺と生クリームを
サンドしました。
販売期間 販売中～なくなり次第終了

ひなまつりカステラ3号
1コ 850円（税込918円）
カステラにお内裏様とお雛様の絵を描きました。
プレゼントにも、お祝いのお返しにも人気の商品です。
販売期間 販売中～なくなり次第終了

ひめちらし
1折（1人前） 700円（税込756円）
春の味わい菜の花や、海老、いくらなどがのった華
やかなちらし寿司です。ご家族皆様でどうぞ。
販売期間 3/3（火）のみ

楽しいおかずの
十二単ちらし丼
1折 850円（税込918円）
鮭、いくら、鎌倉産しらす、エビなど
十二種の具を盛り付けた華やかなどんぶりです。
販売期間 販売中～3/3（火）

源氏 ひなあられ
1コ（3袋入） 450円（税込486円）
醤油味、塩味のふっくら柔らかく焼き上
げたあられに、チョコあられや桜ピー
ナッツも合わせ、式部郷オリジナルの
ひなあられに仕上げました。
※季節限定商品の為、なくなり次第終了

あまおうのひなまつりケーキ
1台（1辺約11cm・4名様用） 
3,000円（税込3,240円）
高級ブランド苺「あまおう」をたっぷり使った
ひなまつりケーキです。
販売期間 3/1（日）～なくなり次第終了

ひなちらし
1折（3～4人前） 2,037円（税込2,200円）
小鯛や海老、菜の花など、彩り豊かな食材が華やかな、
みんなで分け合うお祝いちらし寿司です。
※数量限定商品の為、ご予約をお待ちしております。
販売期間 3/1（日）～3（火）

ひな祭り
デコレーションケーキ
1台（直径12cm・2～4名様用） 
2,400円（税込2,592円）
季節限定のかわいい人形でデコレーションした
ひなまつりの苺のデコレーションケーキです。
販売期間 3/1（日）～3（火）

桜餅
1コ 200円（税込216円）
なめらかなこし餡を職人が
1枚1枚焼き上げた生地で巻き、桜葉で包みました。
販売期間 販売中～4月中旬

桃がさね
1箱（4コ入） 750円（税込810円）
桃の果肉をちりばめ、しっとり蒸し上げた
桃の節句にちなんだ3色の色合いの蒸し菓子です。
販売期間 販売中～3/3（火）

あまおうと紅ほっぺの
プリンセスストロベリータルト
1ホール（直径16cm・4～5名様用） 
3,320円（税込3,585円）
カスタードタルトにいちごクリームでプレーンスポンジとフランボ
ワーズをとじ込め、2種類のいちごのおひなさまを飾りました。
販売期間 販売中～3/3（火）

ひなショート（4号）
1台（直径12cm・3～4名様用） 
2,700円（税込2,916円）
スポンジで黄桃入りクリームをサンド。クリーム&
苺クリームのまろやかさと黄桃&苺の爽やかさが
絶妙にとけ合います。
販売期間 販売中～3/3（火）

春色うさぎクッキー
1コ 390円（税込421円）
※数量限定商品の為、なくなり次第終了

ひなまつりデコレーション4号
1台（直径12cm・2～4名様用） 
2,750円（税込2,970円）
チャヤオリジナル生クリームで仕上げたひなまつり
限定のデコレーションケーキです。
販売期間 3/3（火）のみ

苺のひなまつりショートケーキ
1台（縦12cm×横12cm・2～4名様用） 
2,700円（税込2,916円）
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、ひなまつり限定のケーキです。
販売期間 2/29（土）～なくなり次第終了

期間中

50台
限定

期間中

30コ
限定

50折
限定

2台
限定

期間中

50台
限定

期間中

28台
限定

NEW!
NEW!

NEW!

期間中

10台
限定

NEW!

鎌倉ニュージャーマン 
TEL.38-1617

パティガーデン
TEL.86-7220

京都・宇治式部郷 TEL.86-7125

浅草梅園
TEL.33-2422

菓匠 清閑院　
TEL.38-1883

横濱文明堂 
TEL.38-1230

京樽
TEL.38-1655

自然派そうざい 
楽しいおかず
TEL.86-7139

ちがさき濱田屋
TEL.38-1880

フロ プレステージュ
TEL.38-1845

11

フランス風創作菓子 レ・シュー
TEL.86-7222

1

フランス風創作菓子 レ・シュー
TEL.86-7222

7
フランス風創作菓子 レ・シュー
TEL.86-7222

8

ひな角ショート
1台（1辺10.5cm・2～4名様用） 
2,800円（税込3,024円）
ふわふわスポンジに、スライス苺と生クリームをサンドしました。
販売期間 販売中～なくなり次第終了

期間中

50台
限定

4 52

ラ・メゾン 
アンソレイユターブル 
パティスリー
TEL.47-8287

9
ラ・メゾン 
アンソレイユターブル 
パティスリー
TEL.47-8287

10

ひなショート
1コ 520円（税込561円）
人気のショートケーキをひなまつり限定の仕上げで
ご用意しました。
※各日なくなり次第終了

久世福商店
TEL.86-7039

磨いた米で造った甘酒
1本（900ml） 1,150円（税込1,242円）
砂糖・保存料無添加。造り酒屋の本格的ノン
アルコールの甘酒です。 国産酒米を70％まで
精米、上質な甘さの本格的な甘酒です。

スリジエ 50gデザイン缶入
1缶 1,064円（税込1,150円）
「スリジエ」=フランス語で「桜の木」をイメージし、
デカフェ紅茶に桜の花びらのような華やかな
フルーツの香りをつけました。
※数量限定商品の為、なくなり次第終了

ご近所
マルシェ

ルピシア TEL.38-1817

ひなまつり弁当
1折 1,158円（税込1,250円）
桃の節句のお祝いにぴったりな、華やかなちらし
寿司と彩り豊かなおかずを楽しむお弁当です。
販売期間 3/1（日）～3（火）

崎陽軒
TEL.38-1210

彩りちらし弁当
1折 815円（税込880円）
華やかなちらし寿司と菜の花や筍姫皮など、
春の食材を味わうお弁当です。
販売期間 販売中～4/15（水）

崎陽軒
TEL.38-1210

ひなまつり弁当
1折 1,290円（税込1,394円）
女の子の健やかな成長を祈って、
華やかなお弁当で桃の節句のお祝いに。
販売期間 3/2（月）・3（火）

梅の花 
TEL.53-9187

ちがさき濱田屋
TEL.38-1880

ひなまつり弁当
1折 1,463円（税込1,580円）
華やかな春の彩りちらし寿司が
お祝いにふさわしい特別感のある一折。
干し海老と春菊のかき揚げ、湯葉が入った煮物、
合鴨のローストなど、多種のおかずを彩りよく揃えました。
※数量限定商品の為、ご予約をお待ちしております。
販売期間 3/1（日）～3（火）

77 88 99 1010 1111

4433 55 66

223月3日●は火3月3日●は火

銀座コージーコーナー
TEL.86-7170

3 湘南スイーツ
セレクション
TEL.47-8086

ラ・マーレ・ド・チャヤ

フロ プレステージュ
TEL.38-1845

6

フロ プレステージュ
TEL.38-1845

11

ひなまつり ペアケーキセット
1セット（2コ・各1名様用） 
1,150円（税込1,242円）
並べて可愛い2つのケーキを、お買い得なセットでどうぞ。
※数量限定商品の為、なくなり次第終了

和
菓
子
店
舗
の

ひ
な
ま
つ
り

いちごと八女玉露の
プリンセストリコロール
1ピース 750円（税込810円）
カスタードタルトに、八女玉露のスポンジと
甘酸っぱいいちごクリームを重ね、いちごをサンドしました。
販売期間 販売中～3/3（火）

や  め  ぎょくろ

鎌倉産の
しらすを使用

♪りひなまつ♪りひなまつ
ひなまつりとは三月三日の上巳（じょうし）の節供に、女の子のいる家で、
雛人形などを飾り、白酒・菱餠・桃の花などを供えてまつる行事。
女の子の幸福を祈るために行なわれる節句祭りです。

ご近所
マルシェ

テラスモール湘南
ホワイトデー催事場のご案内♪

2月29日（土）～3月14日（土）期間

1F サミットストア前特設会場場所


