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会いたい気持ちを形にする夏。
老舗の逸品からこだわりの味まで、ぎゅっと詰め込んだ夏のギフト。

心に響く至福の時間をお届けします。

アレルギー表示について 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。
（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）

※本紙以外でも各店でギフトを扱っておりますので、どうぞ各店へご来店ください。 ※本リーフレットに掲載している商品、価格は、2022年6月1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。

アイコンの見方について
配送料無料や送料込のギフト送料無料

冷 凍

冷 蔵

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。

全国でここだけの販売商品テラスモール湘南限定

□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

□館内主要箇所へのアルコール消毒液の設置

□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

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。

※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。
※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。
※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。
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こだわりや

カタログ掲載商品、8/31（水）までの期間送料無料

カタログ掲載商品、関東及び一部地域送料無料※詳しくは店頭にてご確認ください。

カタログ掲載「古都の涼」、6/10（金）～6/25（土）の期間限定、全国送料一律550円（税込）

6/15(水)～8/10（水）の期間中、配送先1件につき2,000円（税込）以上で全国送料一律600円（税込）で配送（クール代無料）

6/16（木）～8/31（水）の期間限定、送料無料※クール便、沖縄などの一部離島除く

①おふたりさま ②ちょっとずつセット 送料無料 ※価格には箱代が含まれております。

カタログ掲載商品、送料込み

①アイスギフトセット 送料込み ②クッキーアソートメント 全国送料一律660円（税込）

カタログ掲載商品、送料無料※北海道・九州・沖縄は別途送料

カタログ掲載商品、送料込み

公式ホームページ
はこちら



フルーツ大福ブームの火付け役、覚王山フルーツ大福 弁才
天。令和元年 名古屋覚王山で創業し現在では全国に70店
舗以上を展開しています。フルーツと求肥、白餡の黄金比を
専用の“餅切り糸”から生まれる断面美とともに楽しみながら
お召し上がりください。

弁才天が厳選した季節限定のフルーツ、一番人気の無花果、
口当たりなめらかな黄金に輝くゴールドキウイです。

●お日持ち期間：製造から約3日間 ●特定原材料：特定7品目未使用
※ ②その他、キウイを使用している商品が含まています。
※お持ち帰り限定 ※各日数量限定のため、なくなり次第終了となります。

①フルーツ大福 無花果  1個 800円～（税込）
②フルーツ大福 ゴールドキウイ 1個 750円（税込）

創業70有余年、銀座で生まれ育った菓子舗 。最上の素材を
求め、職人の技と斬新な組み合わせで美味しさを最大限に
引き出します。日本ならではの自然の恵みと季節の愉しみ
を小さな菓子に込めて、お客さまの暮らしにお届けいたしま
す。

素材・味わい・食感にこだわった様々なおかきや海鮮せんべいを色鮮やかな和文様
の小袋に詰合せました。6種の袋が18袋入り、36種の多彩な味わいをお楽しみいただ
けます。

●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、胡麻を使用している商品が含まれています。

それぞれ 1箱 （6種18袋入） 3,240円（税込）

トップスは、アメリカンスタイルの老舗レストラン「TOP’S」の
デザートとして生まれました。上質な素材と昔ながらの手作
りのおいしさにこだわったトップス自慢のケーキをお楽しみ
ください。ご贈答用に最適な焼菓子も取り揃えています。

トップスのケーキをイメージしたクッキーをオリジナルのロゴデザイン缶に詰め合わ
せました。

●内容：ミルクチョコ＆くるみ×8枚、バニラ×8枚、
抹茶×4枚、アールグレイ×4枚、チョコチップ×4枚、レモン＆チーズ×4枚
●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、大豆、アーモンド、くるみを使用している商品が含まれています。

クッキーアソート
1缶（32枚入） 2,916円（税込）

創業昭和６年。大磯の「井上蒲鉾店」から分家した初代牧田
芳幸が、鎌倉由比ガ浜店を構えて以来、鎌倉ならではの高
級かまぼこを作り続けています。昔ながらの手法に拘り、化
学調味料、保存料等無添加の魚本来の味わいを生かした
蒲鉾をお届けいたします。

一番人気の梅花はんぺんと小判揚のセットです。親しい方への贈り物にどうぞ。

神奈川ブランドの希少柑橘“湘南ゴールド”を原材料とした
和Sweetsを取り揃えています。合成着色料や保存料を使用
せず、自然の美味しさをお楽しみください。

湘南ゴールドの果汁やピューレを使用した湘南ゴールドシリーズの詰合せです。

●内容：ゆたなり煎餅×7枚、湘南かすてら3切×2箱
●お日持ち期間：販売から約40日間 ●特定原材料：卵、小麦

湘南セット 1箱（2種13個入） 2,080円（税込）

②①

●内容：梅花×10枚、小判揚×10枚 ●お日持ち期間：販売から約3日間

笹 1箱（2種各10枚入） 3,400円（税込）

冷 蔵

冷 蔵

人気の有名ショップや湘南ブランドが新たにオープンしました。
この夏こそテラスモール湘南ならではのこだわりの美味しさとセレクトをお楽しみください。

新しいお店のおすすめギフト
Hello!!

New Shop O
pen

湘南マルシェに仲間入り！

〈銀座あけぼの〉

〈トップス〉

〈覚王山フルーツ大福 弁才天〉

〈湘南ゆたなり〉

〈鎌倉 井上蒲鉾店〉

※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。 ※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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ギフト特集夏の

フルーツジュレ 9個詰合せ
1箱（9個入） 3,240円（税込）
●内容：フルーツジュレ（葡萄、白桃、マンゴー）×各3個
●お日持ち期間：製造から約60日間
※数量限定の為、なくなり次第終了

〈フロ プレステージュ〉

濃厚な果実の味わいが楽しめるフルーツジュレの詰合せです。

ひんやり涼しい夏デザートの定番。ツルっとした食感のフルーツジュレ、
バラエティ豊かなアイスクリームに冷感スイーツと彩り爽やかな夏のデザートをお楽しみください。

鎌倉ニュージャーマン人気の焼き菓子と夏季限定の涼菓を詰合せました。

鎌倉涼菓 21個入 1箱（21個入） 3,240円（税込）
●内容：かまくらカスタープリン（カラメルソース付）×3個、鎌倉チーズケーキ×3個、
パイ山桜×5個、かまくらボーロ×10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、ゼラチンを使用している商品が含まれています。
※販売期間：販売中～8/15（月）

〈鎌倉ニュージャーマン〉

柔らかな喉ごしで、口当たりよく、素材の美味しさを感じていただける
ゼリーです。

国産果実の魅力をそのまま包みこみ、香り豊かなゼリーに仕上げました。

茅ヶ崎「かきざわ牧場」さんから直送の搾りたての生乳を使った、鮮度抜
群のローカルミルクアイスをお楽しみください。

バラエティに富んだ8種の味の詰め合わせです。
ゴディバならではのまろやかな口どけと深い味わいのアイスギフトです。

旬菓の雫8本入
1箱（8本入） 3,920円（税込）

〈フランス風創作菓子 レ・シュー〉

●内容：旬果の雫（ピーチ、マンゴー 、シトラスミックス、りんご、カシス＆ラズベリー 、
あまおう苺、国産ピオーネ、オレンジ×各1本）
●お日持ち期間：製造から約150日間
※販売期間：販売中～8月下旬［予定］

●内容：さくらんぼ×3個、白桃×3個、洋梨×2個、伊予柑×3個、林檎×3個、葡萄×2個、
パイナップル×2個、シャインマスカット×2個
●お日持ち期間：製造から約180日間
※夏季限定商品につきなくなり次第終了
※6/16（木）～8/31（水）の期間限定、全国送料無料 クール便、沖縄などの一部離島除く

国産果実の果樹園倶楽部 1箱（20個入） 5,400円（税込）
〈メリーチョコレート〉

送料無料

果実が入った国産果実の果樹園倶楽部やクラッシュした果肉入りゼリー
など食感の違う3種類のゼリーセットです。

●内容：国産果実ゼリー（さくらんぼ×1個、白桃×2個、洋梨×2個、林檎×2個、伊予柑×1個）、果肉入り
ゼリー（オレンジ、グレープ、ピーチ、レッドグレープフルーツ×各1個）、国産果汁ゼリー（みかん×2
個、とちおとめ×1個、白桃×2個、りんご×1個、洋梨×1個、巨峰×1個）、北海道カスタードプディング
（カラメルソース付き）×4個
●お日持ち期間：製造から約180日間 ●特定原材料：卵、乳
※夏季限定商品につきなくなり次第終了
※6/16（木）～8/31（水）の期間限定、全国送料無料 クール便、沖縄などの一部離島除く

デザートコレクション 1箱（24個入） 5,400円（税込）
〈メリーチョコレート〉

送料無料

●内容：ローカルミルクアイス×5個、バニラ、生チョコ、ストロベリー、クリームチーズ、抹茶×各1個
●特定原材料：卵、乳
※夏季限定商品につきなくなり次第終了
※発送限定・送料無料、北海道・九州・沖縄は別途送料がかかります

鮮度抜群! 茅ヶ崎「かきざわ牧場」の搾りたて生乳100％
ローカルミルクアイス10個セット 1箱（10個入） 3,960円（税込）

〈 プレンティーズ クレープ 〉

●内容：ジュレ・フリュイ（愛媛いよかん＆宮崎マンゴー、白桃＆山形佐藤錦、
山形ラ・フランス＆青森りんご、瀬戸内レモン＆日向夏）×各1個、
ソルベ・フリュイ（とちおとめ×2個、ゆずレモン×1個）
●お日持ち期間：製造から約90日間
●特定原材料：乳
※販売期間：販売中～8/31（水）［予定］

ジュレ&ソルベ・フリュイ アソート 1箱（7個入） 2,500円（税込）
〈ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー〉

国産フルーツを使用したジュレとヨーグルトのさっぱりとした味わいの
ソルベを詰め合せました。

送料無料 冷 凍 冷 凍

デンマーク産クリームチーズとオーストラリア産クリームチーズを使用し
たさっぱりとした味わいのチーズムース、国産果汁ゼリーをパルフェ仕立
てに仕上げた二層デザートの詰め合わせです。

ジュレフロマージュ GF23
1箱（6個入） 2,484円（税込）
●内容：ジュレフロマージュ（白桃、甘夏、ラ フランス）×各2個
●お日持ち期間：製造から約180日間 ●特定原材料：乳
※その他、大豆、もも、りんごを使用している商品が含まれています。
※販売期間：販売中～8月下旬［予定］

〈銀座コージーコーナー〉

お好きなフレーバーが選べてオリジナルのギフトにできます。 メロンパンの中に冷たいクリームが入った夏スタイルで楽しむパンスイー
ツです。口どけの良いクリームを使い、コクがありながらも軽やかな口当
たりが特徴です。

●内容：ベルジアンダークチョコレート×1個、ミルクチョコレートチップ×1個、タンザニアダーク&ミル
クチョコレート×1個、カカオバニラ×1個、ストロベリーチョコレートチップ×2個、クレームブリュレ×
1個、フォンダンショコラ×1個、ヘーゼルナッツプラリネ×1個
●特定原材料：卵、乳、小麦
※その他、大豆、アーモンドを使用している商品が含まれています。
※ドライアイス、箱代、送料等含んだ料金です。
※発送限定・送料込み

アイスギフトセット 1箱（9個入） 5,400円（税込）
〈GODIVA〉

フリュイジュレ、こだわり素材のマドレーヌ、フルーツくずきりを
バラエティ豊かに詰め合わせた彩りあるギフトです。

ギフトアソート GA30S 1箱（23個入） 3,240円（税込）
●内容：フリュイジュレ（ピーチ、マスカット、グレープ、マンゴー、ピーチ＆ストロベリー、オレンジ＆グ
レープフルーツ）×各1個、バターマドレーヌ×4個、レモンマドレーヌ×2個、ももマドレーヌ×2個、オ
レンジマドレーヌ×2個、抹茶マドレーヌ×2個、ショコラマドレーヌ×2個、フルーツくずきり（桃、愛媛
県産せとか、紀州産南高梅）×各1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、オレンジ、大豆、もも、りんごを使用している商品が含まれています。
※販売期間：販売中～8月下旬［予定］

〈銀座コージーコーナー〉

●内容：スモール8個orレギュラーサイズ8個
●特定原材料 種類により異なりますので、店頭にてお問い合わせください。
※事前予約も可能です。
※お持ち帰り限定

バラエティパック8個入
   スモール（8個入） 2,170円（税込）
レギュラー（8個入） 2,800円（税込）

〈サーティワン アイスクリーム〉

冷 凍 送料無料 冷 凍

●内容：メロン×4個、レモンヨーグルト×3個、ミルクバニラ×3個
●お日持ち期間：製造から約90日間（冷凍）
●特定原材料：卵、乳、小麦
※その他、アーモンド、ゼラチン、大豆を使用している商品が含まれています。
※販売期間：6/20（月）～8/20（土） ※発送限定・送料込み

冷やしてメロン 1箱（10個入） 3,500円（税込）
〈ドンク・ミニワン〉

43
※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。 ※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。



北海道産小豆、宇治抹茶、吉野本葛といった素材が持つ特性をいかし、
食感と喉ごしにこだわった、涼菓の数々。

口どけの良い水羊羹と果実を入れたさっぱりしたゼリーの詰合せです。 昔ながらのカステラと夏季限定の水羊羹を詰合せました。

治一郎の看板商品のバウムクーヘンカットと柑橘ゼリー4種を詰め合わ
せたセットです。4種の柑橘をモチーフにした可愛らしいデザインの包装
で夏の贈り物に最適です。

果肉入りの夏柑ゼリーが3つ入ったご贈答用にオススメの商品です。 果実ゼリー、ピューレ、杏仁風味ゼリーの味が楽しめる季節限定の
三層ゼリーと人気の焼き菓子を詰め合わせた夏限定のアソートです。

厳選した有田みかんだけを原料に、皮をむいて薄皮ごと搾りあげました。
とろみがあって後味すっきりの温州みかん100％ストレートジュースです。

水羊羹に抹茶を使った葛のデザート、さわやかな和の柑橘ゼリーなど単品で
も人気の涼菓を詰合せました。ひんやり味わう夏におすすめの贈り物です。

●内容：夏柑丸3個 ●お日持ち期間：製造から約4日間
※数量限定の為、なくなり次第終了

夏柑ゼリー 1箱（3個入） 3,940円（税込）
〈和菓子 菜の花〉

冷 蔵

日影茶屋おすすめの夏の水菓子の詰め合せです。

日影涼菓詰合せ 1箱（12個入） 3,240円（税込）
〈湘南スイーツセレクション〉 日影茶屋

●内容：冷やししるこ×2個、夕涼（柚子、梅、あんず、夏みかん）×各1個、
水羊羹（御膳、抹茶）×各2個、くずきり×2個
●お日持ち期間：製造から約180日間 ●特定原材料：乳
※販売期間：販売中～8月下旬［予定］

神奈川県の農園で丁寧に育てられた4種の果実の
みずみずしいゼリーの詰め合せです。

ゼリー焼菓子詰合せ 12個入
1箱（12個入） 3,240円（税込）

〈湘南スイーツセレクション〉 ラ・マーレ・ド・チャヤ

●内容：マドレーヌ・シトロン×4個、ダクワーズ×2個、フロランタン×2個、
三層ゼリー（ピーチ・あんず・ラフランス・マンゴー）×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～9月上旬［予定］

ジュレ・ビジュ（12個入）
1箱（12個入） 3,240円（税込）

〈湘南スイーツセレクション〉 ガトー・ド・ボワイヤージュ

●内容：湘南ゴールド、小田原みかん、オーシャンベリー、小田原ブルーベリー×各3個
●お日持ち期間：製造から約180日間
※販売期間：販売中～なくなり次第終了

●内容：くちとけ水羊羹×3個、夏ゆず×2個、濃茶本葛×2個、
日向夏くずきり×2個
●お日持ち期間：製造から約18日間
※販売期間：販売中～8/15（月）

夏楽 1箱 （4種9個入） 3,240円（税込）
〈銀座あけぼの〉

●内容：180ml×10本
●お日持ち期間：店頭にてご確認ください。

早和果樹園
和歌山県産 飲むみかん10本ギフト
1箱（10本入） 2,700円（税込）

〈澤光青果〉

●内容：吉野本葛 葛水ようかん×6個、黒糖蜜くずきり×3個、
抹茶わらび餅×6個
●お日持ち期間：製造から約70日間
※大豆を使用している商品が含まれています。
※販売期間：販売中～7/31（日）  ※6/10（金）～6/25（土）の期間限定、全国送料一律550円（税込）

古都の涼 1箱（15個入） 5,400円（税込）
〈菓匠 清閑院〉

白桃がもつ芳香と上品な甘みの夏涼菓、果汁をとじ込める弊社独自の
製法でお作りしたぜりぃの中に、白桃果肉を入れました。

●内容：白桃ぜりぃ 桃清香×4個
●お日持ち期間：製造から約90日間
※販売期間：6/15（水）～7/31（日）

白桃ぜりぃ 桃清香 1箱（4個入） 3,672円（税込）
〈菓匠 清閑院〉

涼菓詰合せ 1箱（12個入） 2,992円（税込）
●内容：水羊羹（さらし、小倉、抹茶）×各2個、
ゼリー（甘夏、白桃）×各3個
●お日持ち期間：販売から約10ヶ月間
※販売期間：販売中～8月末［予定］

〈横濱文明堂〉

ギフトセットCSB 1箱（9個入） 3,046円（税込）
●内容：カステラ1号×1個、水羊羹（さらし×4個、小倉×2個、抹茶×2個）
●お日持ち期間：カステラ：販売から約14日間、水羊羹：販売から約10ヶ月
●特定原材料：卵、小麦
※販売期間：販売中～8月末日頃［予定］ 

〈横濱文明堂〉

和素材のくずきりにフルーツを添えた、和様折衷のフルーツくずきりの
詰め合わせです。

フルーツくずきり KZ14 1箱（4個入） 1,512円（税込）
●内容：フルーツくずきり（愛媛産せとか、紀州産南高梅、桃、ぶどう）×各1個
●お日持ち期間：製造から約90日間
※本品製造施設では、小麦、卵、乳成分を含む製品を製造しています。
※その他、オレンジ、大豆、もも、りんごを使用している商品が含まれています。
※販売期間：販売中～8月下旬［予定］

〈銀座コージーコーナー〉

冷 蔵

●内容：カットバウムクーヘン×3個、
柑橘ゼリー（柚香ゼリー、はるかゼリー、甘夏ゼリー、不知火ゼリー）×各1個
●お日持ち期間：販売から約10日間 ●特定原材料：卵、乳、小麦
※販売期間：販売中～8月中旬［予定］ 
※6/15（水）からの配送には送料とは別にクール便代（220円（税込））がかかります。

治一郎カット・柑橘ゼリーセット 1箱（7個入） 2,500円（税込）
〈治一郎〉
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“大切な人へ贈りたい、湘南のティータイム”が夏ギフトになりました。
湘南ならではの見た目も楽しいスイーツが揃います。

湘南発！夏のおすすめギフト

テラスモール湘南店限定品と夏季限定の水羊羹を詰合せました。

湘南バラエティセットS 1箱（14個入） 3,014円（税込）
●内容：オリジナルカステラ×1個、かすてら巻×6個、焼印入三笠山×3個、
水羊羹(さらし×2個、小倉×1個、抹茶×1個)
●お日持ち期間：販売からカステラ：約10日間、三笠山・かすてら巻：約20日間、水羊羹：約10ヶ月
●特定原材料：卵、乳、小麦
※販売期間：販売中～8月末［予定］

〈横濱文明堂〉

上品なラムの香りと軽い口当たり。
鎌倉土産の定番として幅広い年代の方に親しまれています。

当店人気No.1のギフトです。
地元湘南のお店から大切な方への贈り物にお使いください。

にぎやかで個性豊富な8種類の豆菓子のバラエティギフトです。

和テイストのクリームサンドに湘南かすてらを詰め合わせました。

鎌倉豆づくしM20 1箱（8袋入） 2,160円（税込）
〈湘南スイーツセレクション〉 鎌倉まめや

●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

ラスク12種類が入った、楽しいバラエティーセットです。

湘南の海をイメージした柑橘とパイナップルが華やかに香る紅茶と、湘南
の空をイメージしたグレナディンと柑橘の香りのルイボスのセット。

職人の経験から得た感性と熟練の技から生まれた、
鬼くるみ・きな粉・和三盆の3種の個性豊かな焼き菓子です。

TAKUMIギフト 24個入り
1箱（24個入） 3,600円（税込）

〈フランス風創作菓子 レ・シュー〉

●内容：匠クッキー（鬼くるみ、きな粉、和三盆）×各8個
●お日持ち期間：販売から約20日間 ●特定原材：乳、小麦

レーズンウイッチ 20個入 1箱（20個入） 2,786円（税込）
●内容：レーズンウイッチ×20個 ●お日持ち期間：販売から約7日間 ●特定原材料：卵、乳、小麦
※6/15(水)～8/10（水）の期間中、配送先1件につき2,000円（税込）以上で
全国送料一律600円（税込）で配送（クール代無料）

〈鎌倉小川軒〉

フィナンシェ ギフト 10個入 1箱（10個入） 1,944円（税込）
●内容：フィナンシェ（プレーン×2個、チョコ×2個、コーヒー×2個、紅茶×2個、抹茶×2個）
●お日持ち期間：販売から30日間 ●特定原材料：卵、乳、小麦

〈パティガーデン〉

人気の「クルミッ子」をはじめ、上品な美味しさの焼菓子3種の詰合せです。

冷 蔵

夏をイメージした、涼しげなかご入りもなか。
つくりたての香ばしさを楽しんで頂けるおてづくりもなかです。

夏もなか 1箱（8個入） 2,160円（税込）
●内容：おてづくりもなか8個入（白あん4袋、つぶあん4袋） ●お日持ち期間：製造から約90日間

〈鵠沼しみず〉

テラスモール湘南限定

テラスモール湘南限定

湘南の海をイメージした、テラスモール湘南限定もなか。
つくりたての香ばしさを楽しんで頂けるおてづくりもなかです。

湘南もなか 1箱（6個入） 1,080円（税込）
●内容：内容：おてづくりもなか6個入（白あん3袋、つぶあん3袋）
●お日持ち期間：製造から約90日間

〈鵠沼しみず〉

テラスモール湘南限定

谷戸めぐり 1箱（3種25個入） 3,240円（税込）
●内容：クルミッ子×8個、あじさい×5枚、鎌倉だより×12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、くるみ、アーモンド、大豆を使用している商品が含まれています。
※各日数量限定のため、なくなり次第終了となります。

〈鎌倉紅谷〉

人気の「クルミッ子」と「あじさい」の詰合せです。

詰合せ 05 1箱（2種18個入） 2,808円（税込）
●内容：クルミッ子×10個、あじさい×8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、くるみ、アーモンド、大豆を使用している商品が含まれています。
※各日 数量限定のため、なくなり次第終了となります。

〈鎌倉紅谷〉

バラエティーセット
1箱（24枚入） 2,400円（税込）

〈湘南スイーツセレクション〉 鎌倉山ラスク

●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
●お日持ち期間：製造から約60日間 ●特定原材料：乳、卵、小麦

●内容：ゆたなり煎餅3種×9枚、湘南かすてら3切×1箱
●お日持ち期間：販売から約40日間 ●特定原材料：卵、小麦

お詰め合わせ 1箱（4種12個入） 1,680円（税込）
〈湘南ゆたなり〉

●内容：海の唄 50gデザイン缶入（紅茶）×1個、マジックアワー 50gデザイン缶入（ルイボス）×1個
●お日持ち期間：製造から約730日間

湘南限定茶2缶セット（BOX入） 1箱 2,490円（税込）
〈ルピシア〉

テラスモール湘南限定

▲海の唄 ▲マジックアワー
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厳選された名店から定番の逸品を贈ります。もらってうれしい和洋さまざまなスイーツを揃えました。
名店のこだわりと個性がぎっしり詰まったギフトは夏の主役です。

“美味しい夏スイーツ”をお届け

●内容：ジュレ・フリュイ（愛媛いよかん＆宮崎マンゴー、白桃＆山形佐藤錦、
山形ラ・フランス＆青森りんご、瀬戸内レモン＆日向夏×各2個）
●お日持ち期間：製造から約60日間
※販売期間：販売中～8/31（水）［予定］

ジュレ・フリュイ 1箱（8個入） 2,700円（税込）
〈ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー〉

国産フルーツ果汁のピューレで2層に仕上げたフルーツゼリーに
ごろっとした果肉をとじ込めました。

コーノロジー人気の6種類のフレーバーのポップコーン詰め合せです。

●内容：湘南ゴールド×5個
●お日持ち期間：製造から約60日間
●特定原材料：卵、乳、小麦

しっとりマドレーヌ ココン 湘南ゴールド 1箱（5個入） 1,450円（税込）
〈ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー〉

湘南ゴールドのピューレを使用した、しっとりとしたマドレーヌ。
柑橘の風味が爽やかにひろがります。

こだわり素材のマドレーヌを、ボリュームたっぷりに詰め合わせました。

マドレーヌ アソート MAS30 1箱（36個入） 3,240円（税込）
●内容：バターマドレーヌ、ショコラマドレーヌ、レモンマドレーヌ、ももマドレーヌ、オレンジマドレーヌ、
抹茶マドレーヌ×各6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、オレンジ、大豆、ももを使用している商品が含まれています。
※販売期間：販売中～8月下旬［予定］

〈銀座コージーコーナー〉

Cornologyギフトボックス 1箱（6袋入） 2,250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。

〈湘南スイーツセレクション〉 コーノロジー

季節限定、さわやかなあんずジャムのどらやき。一枚一枚丁寧に銅板で
焼き上げたふっくらした生地のどらやきです。

籠入り あんずどらやき 1籠（5個入） 1,620円（税込）
●内容：あんずどらやき×5個 ●お日持ち期間：製造から約5日間
●特定原材料：卵、乳、小麦 ※夏季限定商品につきなくなり次第終了

〈鵠沼しみず〉

軽やかなラングドシャ生地でチョコレートをサンドした、サクッとした口あ
たりと、風味豊かなチョコレートのハーモニーが楽しめるクッキーです。

●内容：ミルクチョコレートクッキー×16枚、ダークチョコレートクッキー×16枚
●お日持ち期間：製造から約150日間
●特定原材料：卵、乳、小麦
※その他、大豆を使用している商品が含まれています。
※送料は全国一律660円（税込）となります。

クッキーアソートメント 1箱（32枚入） 3,240円（税込）
〈GODIVA〉

フランセ大人気のスイーツを詰め合わせました。
夏の贈り物におすすめです。

●内容：フランセビスキュイ（ストロベリー&カマンベール）
×6枚、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、レモンケーキ×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 ※その他、アーモンド、大豆、
ももを使用している商品が含まれています。
※販売期間：6月中旬～なくなり次第終了

フランセ ベストセレクション
1箱（21個入） 3,402円（税込）

〈フランセ〉

カカオの味わいを活かした、おしゃれなクッキーです。

●内容：ビターチョコチップ＆ニブ×20枚、スイートチョコチップ＆ピスタチオ×11枚、ホワイトチョコ
チップ＆バター×11枚
●お日持ち期間：製造から約120日間
●特定原材料：卵、乳、小麦
※6/16（木）～8/31（水）の期間限定、全国送料無料 クール便、沖縄などの一部離島除く

カカオサブレアソート 42枚入 1箱（42枚入） 3,240円（税込）
〈メリーチョコレート〉

ドンクが本場イタリアから、こだわりの種を受け継いだ伝統発酵菓子の
お洒落で可愛い詰め合わせです。

送料無料

●内容：パネトンチーノ×4個、ブォンディ×3個、パンドリーノ×3個、ルネッタ×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 ※その他、オレンジ、アーモンド、大豆を使用している商品が含まれています。
※出荷期間：6/20（月）～8/20（土） ※発送限定・送料無料

サンレモ詰め合わせ 1箱（13個入） 4,500円（税込）
〈ドンク・ミニワン〉

外側はカリッと中はもっちりとした弾力のある食感、見た目は真っ黒なが
らもかわいい形が目を引く今もなおファンの多い伝統菓子のひとつです。

送料無料 冷 凍

●内容：カヌレ・ド・ボルドー×10個
●お日持ち期間：冷凍で約60日間
●特定原材料：卵、乳、小麦
※出荷期間：6/20（月）～8/20（土） ※発送限定・送料無料

カヌレ・ド・ボルドー 1箱（10個入） 4,000円（税込）
〈ドンク・ミニワン〉

大判の生地でそれぞれ「つぶ餡」「栗きんとん餡」をはさんだ自慢のどら焼
を詰め合わせました。

菜の花人気商品を4種類詰め合わせたました。

●内容：月のうさぎ×2個、月の黒うさぎ×2個、小田原うさぎ×2個、
栗パイ×2個
●お日持ち期間：月うさぎ・月の黒うさぎ製造から約6日間、
栗パイ製造から約9日間、小田原うさぎ製造から約4日間
●特定原材料：卵、乳、小麦

菜の花づくし 1箱（4種8個入） 2,000円（税込）
〈和菓子 菜の花〉

●内容：どら焼つぶ餡×4個、栗きんとんどら焼×4個
●お日持ち期間：製造から約12日間
●特定原材料：卵、小麦
※各日数量限定のため、なくなり次第終了となります。

どら焼 8個詰合せ
1箱（8個入） 2,279円（税込）

〈浅草梅園〉

送料無料

※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。 ※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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いつものようにみんなで食卓を囲みたい。そんな想いを込めて、お酒のお供にぴったりな
魚介、飲茶、豆腐や湯葉など、集いのメニューで笑顔を贈ります。

美味しいデリカギフト
厳選された食のセレクトショップから、とっておきの夏の味を贈ります。

素材を活かしたこだわりの食、香り際立つ珈琲など、盛夏に映える美味しさを集めました。

嬉しいセレクトギフト

●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
※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。

たたみいわし詰合せ
1箱（3袋入） 3,402円（税込）

●内容：真空パックシウマイ 15個入×3箱、
ふかひれ粥1人前×1箱、帆立粥1人前×1箱、
蟹粥1人前×1箱
●お日持ち期間：製造から5ヶ月間
●特定原材料：小麦、かに
※その他、豚肉、鶏肉、大豆を使用している商品が
含まれています。

シウマイ・中華粥詰合せ
1箱 3,200円（税込）

●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。

たたみいわし詰合せ
1箱（2袋入） 2,800円（税込）

●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。

たたみいわし詰合せ
1箱（2袋入） 2,160円（税込）

●内容：真空パックシウマイ 15個入×2箱、
焼焼売（やきシウマイ） 15個入×2箱
●お日持ち期間：製造から5ヶ月間
●特定原材料：小麦
※その他、豚肉、大豆を使用している商品が含ま
れています。

シウマイ・焼焼売4箱詰合せ
1箱 2,750円（税込）

●内容：真空パックシウマイ 15個入×3箱、
横濱かりぃ 1人前×3箱
●お日持ち期間：製造から5ヶ月間
●特定原材料：小麦
※その他、ごま、豚肉、りんご、大豆、バナナを使用
している商品が含まれています。

シウマイとカレー横濱セット
1箱 3,450円（税込）

おふたりさま
1セット 4,900円（税込）
●内容：とうふしゅうまい5個入×1袋、かにしゅうまい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（20g）×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：製造から約40日間以上
●特定原材料：卵、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。

送料無料 冷 凍

梅の花
ちょっとずつセット
1セット 3,950円（税込）
●内容：とうふしゅうまい5個入×1袋、かにしゅうまい5個入×1袋、
湯葉揚げ90g×1パック、生麩（よもぎ麩・あわ麩）110ｇ×1パック、
黒胡麻豆腐100g×1パック、嶺岡豆腐100ｇ×1パック、
木の芽味噌（20g）×1袋、柚子味噌（20g）×1袋
●お日持ち期間 配送日含む冷蔵5日目安
●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。

送料無料 冷 蔵

梅の花逸品セット 桃 1セット 4,000円（税込）
●内容：とうふしゅうまい5個入×1袋、カニしゅうまい5個入×1袋、
湯葉グラタン×2個、豆腐ハンバーグ（130g）×2個、
湯葉揚げハーフ×1本、おろしソース×2袋
●お日持ち期間：販売から約60日間
●特定原材料：卵、乳、小麦、えび、かに

冷 凍 テラスモール湘南限定

●内容：万能だし5包×1パック、七味なめ茸×1瓶、大人のしゃけ
しゃけめんたい×1瓶、ガーリックソース×1本、三種の国産柑橘
旨ポン酢×1本
●お日持ち期間：製造から約180日間
●特定原材料：小麦
※その他、大豆、魚醤（魚介類）、ごま、さけ、さばを使用している
商品が含まれています。
※販売期間：販売中～なくなり次第終了

夏のおすすめギフト 1箱 2,400円（税込）

180箱
限定

期間中

●内容：万能だし5包×1パック、なすと鶏肉の南蛮炒めのたれ×1
袋、大人のしゃけしゃけめんたい×1瓶、梅なめ茸×1瓶、九条ね
ぎ味噌×1瓶、海苔バター×1瓶、毎日だしのお味噌汁（国産ほう
れん草と信州味噌、国産あおさと備州白味噌×各1袋）
●お日持ち期間：製造から約180日間
●特定原材料：乳、小麦
※その他、さば、大豆、魚醤（魚介類）、ごま、さけ、鶏肉、豚肉を使用
している商品が含まれています。
※販売期間：販売中～なくなり次第終了

夏のおうちごはんギフト 1箱 3,400円（税込）

180箱
限定

期間中

●内容：万能だし5包×1パック、久世福のだし・贅沢の極み5包×1
パック、贅沢なめ茸×1瓶、あおさ海苔佃煮×1瓶、混ぜご飯の素・
エリンギバター醤油×1瓶、大人の鶏そぼろ×1瓶、万能だし入り
ツナマヨソース×1瓶、いぶりがっこタルタル×1瓶
●お日持ち期間：製造から約180日間
●特定原材料：卵、乳、小麦
※その他、さば、大豆、魚醤（魚介類）、鶏肉を使用している商品が
含まれています。
※販売期間：販売中～なくなり次第終了

夏のこだわりギフト 1箱 4,700円（税込）

180箱
限定

期間中

●内容：国産なまそば（約5割使用）100g×6袋、
有機めんつゆ（濃縮タイプ）250ml×1本
●お日持ち期間：製造から約180日間
●特定原材料：小麦、そば ※直送限定

出雲なまそばセット 1箱 4,536円（税込）

●内容：バニラ・ストロベリー・抹茶あずき各120ml×2個、
ブルーベリー・ビターチョコレート各120ml×1個
●特定原材料：卵、乳 ※直送限定

VANAGAスーパープレミアム アイスクリームセット
1箱 4,536円（税込）

●内容：有機アイスコーヒー無糖1,000ml×2本、有機アイスコー
ヒー微糖1,000ml×1本、有機アイスティー1,000ml×1本
●お日持ち期間：製造から約365日間 ※直送限定

炭火焙煎 有機アイスコーヒー＆アイスティーギフト
1箱 3,680円（税込）

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 3,000円（税込）
●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

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
1箱 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

キャメルファームワイナリー 
ウニタブリュット2020（ギフトBOX入り）
1箱 3,050円（税込）
●内容：750ml×1本、ワイン用ギフトBOX×1個

送料無料 冷 凍
送料無料

送料無料

良質で新鮮なしらすを丁寧に1枚1
枚を天日で干した風味豊かな「た
たみいわし」です。

長期常温保存が可能なタイプの
真空パックシウマイです。

湯葉と豆腐など梅の花の味をお楽しみいただける、人気のセットをご用意いたしました。

“ワクワク ドキドキ”お客様に感動の空間を演出するカルディコーヒーファームです。

“ザ・ジャパニーズ・グルメストア”をコンセプトに、“うまいもの”を集めました。

作り手の想い、こだわりぬいた原材料や製法を大切に、素材本来のおいしさを感じられる商品を提案します。〈こだわりや〉

〈久世福商店〉

〈カルディコーヒーファーム〉

 〈梅の花〉

〈ちがさき濱田屋〉

〈崎陽軒〉

※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。 ※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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夏の贈答品として海鮮、精肉、青果の名店から選りすぐりの銘品を集めました。
素麺、ケーキ、加工食品など人気商品が夏の食卓をにぎやかに彩ります。

食卓を飾る美味を贈る

ゼリー8個セット
1箱（8個入） 4,141円（税込）
●内容：蜜柑、甘夏、葡萄、白桃、さくらんぼ、マンゴー、
パインアップル、ラ・フランス×各1個
●お日持ち期間：店頭にてご確認ください。
※ご希望により内容の変更も可能です。
内容変更ご希望の場合は価格が変動いたします。

長野県産プレミアムりんごジューズ
１箱（1,000ml×2本） 2,700円（税込）
●内容：長野県産りんごジュ ス1ℓ×2本
●お日持ち期間：店頭にてご確認ください。

カゴ盛りセット
お送りする時期により旬の果物内容が変わります。
※画像は一例です。お客様のご希望内容とご予算で旬の果物カゴ盛
りをおつくりいたします。店頭にてご相談ください。

しいの食品 小田原珍味松五郎3本セット
1箱（3本入） 3,240円（税込）
●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～8/31（水）

送料無料 冷 蔵

まるきた水産 甘塩たらこ
1箱（450g入） 4,860円（税込）
●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～8/31（水）

送料無料 冷 凍

まるきた水産 辛子明太子（あごおとし）
1箱（450g入） 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～8/31（水）

送料無料 冷 凍

たかぎ厳選和牛 肩肉 すき焼き
1箱  10,000円（税込）
●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
※発送限定

とろとろ煮豚2本セット
1箱（約500g×2本入） 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

神奈川県産やまゆりポーク味噌漬け
1箱（100g×8枚入） 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

自家製西京味噌漬詰合せ C
1箱（4種9点入） 5,400円（税込）
●内容：さば西京漬×2切、銀だら西京漬×2切、めかじき西京漬×
2切、とろ鮭西京漬×3切
●お日持ち期間：冷凍で約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。

自家製西京味噌漬詰合せB
1箱（4種9点） 5,400円（税込）
●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。

浜作特選干物セット
1箱（6種10点入） 4,860円（税込）
●内容：さば干し×2枚、北海道灰干さんま×2枚、真あじ×3枚、え
ぼ鯛×1枚、カマス×1枚、しらす干し×1パック
●お日持ち期間：冷凍で約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。

冷 凍 冷 凍冷 蔵

送料無料 冷 凍 テラスモール湘南限定送料無料 冷 凍 テラスモール湘南限定送料無料 冷 凍 テラスモール湘南限定

生しらす釜揚げしらすセット
1箱 2,800円（税込）
●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
冷 凍

しらす4種セット 1箱  2,800円（税込）
●内容：冷凍生しらす（100g）×1パック、
冷凍釜揚げしらす（120g）×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
●お日持ち期間：お届けから約5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

冷 凍

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：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

全国から選りすぐりのこだわり海産食材を選び、鮮度・作り方にこだわりプロが目利きした商品は最高の味わいです。

こだわりの釜揚げしらすは塩分控えめにふっくらと茹で揚げ、添加物など一切使用していません。

地元神奈川の「 横濱ビーフ」「葉山牛」や「やまゆりポーク」をはじめ、「 新鮮・安心・安全」な素材のギフトを多数ご用意しています。

山金は鮮魚、デリカ販売を通して、お客様と地域をつなげる事で食卓に笑顔と満足をお届けいたします。

食卓を豊かに彩る身近な街の八百屋として、良質でリーズナブルな価格の国産青果物を揃えています。

世界中・日本中の厳選した味を集めました。製法・素材にこだわった自家製惣菜・デザートも人気です。

成城石井自家製
大人気ケーキセット 1箱（3本入） 4,400円（税込）
●内容：プレミアムチーズケーキ、6種ナチュラルチーズの濃厚フォ
ルマッジ、オレンジケーキ×各1本
●お日持ち期間：解凍後3日
●特定原材料：乳、小麦、卵
※販売期間：販売中～9/30（金）
※発送限定

成城石井自家製
DLG金メダル受賞セット 1セット 4,000円（税込）
●内容：ポークウインナー180g×1個、黒胡椒ポークウインナー
180g×1個、粗挽きウインナープレーン180g×1個、フライッシュ
ケーゼ粗挽き100g×1個、ロースハムスライス90g×1個
●お日持ち期間：製造から約10日間
●特定原材料：乳、小麦
※販売期間：販売中～9/30（金） ※発送限定
【早期割引】7/10（日）までのご注文で5%OFF
※沖縄・離島への配送は承れません。

成城石井
長崎県島原産 寒づくり手延べ素麺
1箱（50g×20束入） 3,300円（税込）
●内容：50g×20束
●お日持ち期間：店頭にてご確認ください。
●特定原材料：小麦
※販売期間：販売中～8/7（日）
※発送限定
【早期割引】7/10（日）までのご注文で5%OFF冷 蔵

〈魚の山金〉

〈澤光青果〉

〈成城石井〉

〈タカギフーズ〉

〈浜作〉

 〈しらす問屋 とびっちょ〉

※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。 ※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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