
湘南マルシェ 春のいろどり弁当

お祝いの
席に

ぴったり
♪

岡山県産他 真鯛
旬の真鯛！他にもヒラメやスズキなど

白身魚がおすすめです。

北海道産他 活あさり
旬のあさりは身がふっくら肉厚で

旨みたっぷりです。

魚の山金
TEL.38-1878

千葉県産他 菜の花
旬の菜の花！他にもベビーリーフなど
お好みの野菜で作れます。

澤光青果
TEL.38-1836

熊本県産他 プチトマト
色鮮やかな野菜を加えると

見た目もきれいに仕上がります。

タカギフーズ
TEL.38-1892

澤光青果
TEL.38-1836

魚の山金
TEL.38-1878

浜作
TEL.38-1623

成城石井
TEL.38-1810

※電話番号の市外局番は全て0466です。※売価表示は、消費税を含んだ総額の表示となっております。 ※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。

〈月いち名物〉生鮮＆グロッサリーおすすめ品＆日替りご奉仕品

■3.24〈金〉
博多ふくいち 辛子明太子
小（180g） 680円（税込）
大（300g） 1,080円（税込）
■3.25〈土〉
長崎はも天
　
3枚 540円（税込）

限定
100枚

■3.26〈日〉
博多やまや 
めんたい高菜
1箱（200g） 518円（税込）

限定
20箱

■3.24〈金〉~26〈日〉
成城石井
あまおう苺のクランチチョコレート
92g 647円（税込）
■3.24〈金〉~26〈日〉
ポリコム
ピスタチオスプレッド
240g 1,178円（税込）
■3.24〈金〉~26〈日〉
フランス スパークリングワイン 
エリゼ ロゼ
750ml 1,419円（税込）

■3.24〈金〉~26〈日〉
成城石井
イースターアソート
280g 1,502円（税込）
甘味と酸味のバランスが
絶妙なルビーチョコレ-ト
とかわいらしいエッグチョ
コを詰め合わせました。

■3.24〈金〉
神奈川県産他 
キャベツ
1個 108円（税込）

限定
80個

■3.25〈土〉
茨城県産他 
ピーマン
1袋 108円（税込）

限定
100袋

■3.26〈日〉
佐賀県産他 
アスパラガス
1束 148円（税込）

限定
100束

■3.24〈金〉~26〈日〉
千葉県産他 
トマト
1パック 198円（税込）

各日限定
100パック

トマトの最も美味しい
季節は、春から初夏と
秋から初冬、この機会
にお試しください。

■3.24〈金〉
岩手県産 吟味鶏
モモ肉
100g 171円（税込）

限定
24kg

■3.25〈土〉
国内産 たかぎ厳選和牛
焼肉用切り落とし
100g 951円（税込）

限定
15kg

■3.26〈日〉
国内産 たかぎ厳選和牛
モモブロックローストビーフ用
100g 1,059円（税込）

限定
15kg

■3.24〈金〉~26〈日〉
群馬県産 群馬の恵み豚
ロースしゃぶしゃぶ用
1パック（200g）｠
540円（税込）

各日限定
30パック

ロースは赤身が中心で
脂の層も入って肉質は
きめ細かくやわらかい部
位です。 

■3.24〈金〉
まぐろたっぷり
鉄火丼
1折 540円（税込）

限定
40折

■3.25〈土〉
愛媛県産 みかん鯛（真鯛）
刺身用（養殖）
100g当り 780円（税込）

限定
10kg

■3.26〈日〉
チリ産 銀さけ切身
（ふり塩）（養殖・解凍）
1パック（3切） 540円（税込）

限定
50パック

■3.24〈金〉~26〈日〉
インド産 天然無頭フラワー海老
1パック（12尾） 
540円（税込）
さらに3パックで 
1,491円（税込）
甘みと味が良い天然の
海老を、ぜひこの機会に
お試しください。

梅の花
TEL.53-9187

ちがさき濱田屋 
TEL.38-1880 自然派そうざい 

楽しいおかず
TEL.86-7139

中華旬彩料理 東方紅
TEL.53-9668 

季節弁当
春だより 
1折 1,380円（税込）
桜香る春の行楽弁当です。
販売期間 販売中～4月中旬

彩花弁当（春）
1折 1,437円（税込）
春爛漫！春を感じる食材を使った季節限定のお弁当です。
販売期間 販売中～5月中旬 ※予定　※各日5折限定

春の薬膳 
ランチボックス
1折 1,026円（税込）
豚肉とパクチーのつみれ、黒米ごはん、レンコンと黒きくらげのきん
ぴら、薬膳煮玉子、人参とセロリのサラダが入った身体にも心にも
優しいお弁当です。 
※ご予約も受け付けております。
販売期間 販売中～4/9（日）　※各日6折限定

柔らか豚ヒレ黒酢酢豚弁当
1折 2,000円（税込）
豚のヒレ肉を使用した黒酢酢豚を堪能いただける
女性に人気の弁当。お花見にオススメです。
販売期間 販売中～4/16（日）　※各日10折限定

※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。

春のデリカ

鯛と春野菜の

アクアパッツァ

の作り方

春のごちそうメニュー

RF1/
アジアン・サラダ 融合
TEL.86-7105

しんじょのおやき
（もののふ）
1袋（4個入） 780円（税込）
季節の野菜をまぜこんでオーブンでこんがり焼き上げました。
たけのこ、桜の葉の塩づけ、菜の花、ひじきなど
この季節だけの味わいをお楽しみいただけます。
販売期間 販売中～4月末 ※予定　※各日10袋限定

鎌倉 井上蒲鉾店
TEL.090-3914-5900 

ローストビーフと筍のシャキシャキサラダ
～和風オリーブドレッシング～
100g 540円（税込）
春の定番食材たけのこを使用したローストビーフサラダです。

販売期間 販売中～4/30（日）

ITO（アイティーオー） 
TEL.34-6800
ITO（アイティーオー） 
TEL.34-6800

京都産炙り筍と海老のサラダ｠山椒香る白湯ソース
100ｇ 594円（税込）
京都産筍と焼いた海老との組み合わせ。
山椒の風味が効いた白湯ソースがご飯も進む味わいです。
販売期間 販売中～4/12（水）

1 フライパンにオリーブ油を敷き、
にんにくの香りがするまで
加熱します。

3 白ワイン、水、あさり、
菜の花、プチトマト、
オリーブをフライパンに入れ、
蓋をして煮込みます。

4 鯛に火が通ったら完成です！
2 下処理した鯛を加え、
表面を両面焼きます。
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■3.24〈金〉~26〈日〉
広島名物 がんす
（プレーン・明太子）
各1枚｠151円（税込）
　5枚｠646円（税込）

期間中限定
各100枚

広島のソウルフード「がん
す」魚のすり身にパン粉を
つけて揚げた一品！
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鎌倉山ラスク
イースター 8枚ラスク
1箱（8枚入） 800円（税込）
イースターの可愛いパッケージに人気の
ラスク8枚を詰めました。
販売期間 販売中～4/9（日）

©Disney

桜 カバーパック
1パック（3個入） 799円（税込）
桜の季節にぴったりなギフトです。
贈り物にいかがでしょうか？
※数量限定の為、なくなり次第終了

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。
2023.3.24

ラ・メゾン 
アンソレイユターブル 
パティスリー
TEL.47-8287

浅草梅園 
TEL.33-2422

菓匠 清閑院　
TEL.38-1883

菓匠 清閑院　
TEL.38-1883

銀座あけぼの 
TEL.33-0023

銀座あけぼの 
TEL.33-0023

桜花舞ふ
1個 324円（税込）
若い桃の実「グリーンピーチ」を丸ごとひとつ、
もっちりとした桃風味の羊羹で包みました。
販売期間 販売中～4/3（月）

それぞれの春
1箱（6袋入） 1,080円（税込）
桜や蝶、梅等春を感じる可愛らしいおかきです。
「みやこかねもち」を使用。
販売期間 販売中～4/14（金）

夜ざくら
1個 378円（税込）
美しく花開く、東雲羹の桜をとじ込めた創作羊羹です。

販売期間 販売中～4/3（月）

桜づくし（桜餅・草餅・道明寺）
1パック（3個入） 729円（税込）
季節和菓子3種類を春らしいパッケージで詰め合わせました。
販売期間 販売中～3月末頃 ※予定
※数量限定の為、各日なくなり次第終了

横濱月餅 さくら
1個 180円（税込）
春に咲く桜をイメージした月餅です。
塩漬けした桜の花びらのほんのりとした塩味がアクセント。
販売期間 販売中～4/15（土）

さくらあん三笠山
1個 238円（税込）
塩漬け桜花を白あんに混ぜ合わせ、ふんわり焼き上げた三笠山の皮で
包みました。
※数量限定の為、なくなり次第終了

桜まんじゅう
1箱（6個入） 980円（税込）
山芋に薯蕷粉を加えたおまんじゅう。
北海道産の小豆を使用した自家製の淡い味の
こしあんです。桜花は1枚1枚手作業で乗せています。
販売期間 販売中～4/16（日）
※各日なくなり次第終了

サブレショコラ 桜
1箱（10個入） 3,456円（税込）
塩漬けした桜の葉をパウダー状にして練り込んだサブレ
で桜風味のホワイトチョコレートガナッシュをサンドした
限定フレーバーを含む4種の詰め合わせ。
販売期間 販売中～4/11（火）

〈ミッキー＆フレンズ〉
お花見パーティー
1箱（9個入） 2,808円（税込）
ミッキー＆フレンズがお花見を楽しんでるシーンを表現した
プチガトー。チップ＆デールとクラリスが散らした桜が
それぞれのケーキについた春らしいプチケーキ。
春のお祝いをディズニーと一緒に。
販売期間 販売中～4月中旬 ※予定

桜もなか
1個 162円（税込）
桜色のもなか皮に、
なめらかなこしあんと求肥をはさんだ、
ほんのりやさしく桜が香る、春限定のもなかです。
販売期間 販売中～4/14（金）

さくらと八女抹茶のパフェ
1個 880円（税込）
なめらかなカスタードクリームと八女抹
茶クリーム、さくらクリームを重ね、間に
求肥をしのばせました。甘酸っぱいいち
ごを飾った、さくらの季節にぴったりの
パフェです。

販売期間 販売中～4/30（日） ❷抹茶とさくら 1個 496円（税込）
抹茶の豊かな香りと苦味に、ほのかに香る桜の風味がマッチした春限定のケーキ。
サンドされている水羊かんは適度な甘味と食感がアクセントになっており、
クリームとスポンジとのコントラストをお楽しみいただけます。

❶さくらのケーキ 1個 496円（税込）
桜風味のスポンジで苺、桜風味クリームをサンド。
求肥と粒餡クリームで食感に変化を加え、カスタードでまろやかなコクをプラスしました。

販売期間 販売中～4月中旬 ※予定

かまくらカスター さくら
1個 216円（税込）
さくら葉を含んだスポンジ生地に桜あんと桜花エキスを加えたクリーム。
季節限定の味です。
販売期間 販売中～4/10（月）

銀座コージーコーナー 
TEL.86-7170

銀座コージーコーナー 
TEL.86-7170

和菓子 菜の花
TEL.86-7102

横濱文明堂 
TEL.38-1230

パティガーデン
TEL.86-7220

鎌倉ニュージャーマン
TEL.38-1617

ご近所
マルシェ

GODIVA　
TEL.38-1825

湘南スイーツ
セレクション
TEL.47-8086

崎陽軒
TEL.38-1210

ガトー・ド・ボワイヤージュ
桜アソート
1箱（3個入） 648円（税込）
季節限定のさくらのスフレ×2個、横浜馬車道ミルフィユ
（さくら）×1個をかわいいプチギフトBOXにつめました。
※数量限定の為、なくなり次第終了
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かまくらカスタープリン
1個 324円（税込）
ジャージー牛乳を使用し、卵の風味豊かに
焼き上げたカスタードプリンと、和三盆を
使ったやわらかな甘さのカラメルソース。

カシュカシュ ティーバッグ5個 
限定デザインBOX入 各種
各1箱（ティーバッグ5個入） 600円（税込）
フルーツなどのいろいろな香りが見え隠れ
するキュートな紅茶です。
※数量限定の為、なくなり次第終了

※自動アナウンス

営業時間は、テラスモール湘南
公式ホームページをご確認ください。
公式ホームページはこちら▶

フロ プレステージュ
TEL.38-1845

白うさぎの
ケーキ
1個 637円（税込）
ホワイトチョコムース、苺ジュレをホワイト
スポンジでサンドしました。
販売期間 販売中～3/31（金）※予定
※各日4個限定


