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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
86-7125
21-7502
38-1630
33-2422

１Ｆ

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
京都・宇治式部郷
ロクメイカン
メリーチョコレート
浅草梅園

ショップ名

湘 南 マル シェ

湘 南 マル シェ

TEL
１Ｆ

１Ｆ

ショップ名

TEL

曽我乃正栄堂
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
お漬物の丸越
ちがさき濱田屋
梅の花

86-5788
86-7170
38-1845
47-8086
53-8135
38-1210
38-1654
38-1880
53-9187

サーティワン アイスクリーム
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
アフタヌーンティー・ティールーム

38-1835
38-2422
86-7039
54-9261
38-1825
38-1817
54-9670

しらす問屋 とびっちょ

38-3188

※電話番号の市外局番は全て0466です。

アイコンの見方について
テラスモール湘南

限定 商 品
全国で
ここだけの
販売商品

湘南にちなんだ
ギフト

ここだけスイーツ（左）
ここだけスイーツプレミアム
（右）

早期

送料無料

配送可能

発送限定

配送料無料や
送料込のギフト

配送も承ります。

発送限定商品は
お持ち帰りは
できません。

早期サービス・
早期割引あり

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。

※湘南エリアとは二宮町、大磯町、平塚市、茅ヶ崎市、寒川町、
藤沢市、鎌倉市、逗子市、
葉山町

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。
（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、2021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。

今までに見つけた
湘南のハッピーな写真に
「#湘南ハッピー10th」の
ハッシュタグをつけて
Instagram、Twitterに
画像を投稿してください。

詳しくはこちら▼

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。
□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

□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

ご確認をお願いします。

公共交通機関をご利用ください。

テラスモール湘南

夏ギフト2021
SUMMER SEASON GIFT CATALOGUE

湘南からおとどけする夏のおくりもの

SPECIAL GIFT
地元湘南・神奈川から贈る

“厳選ギフト”のご紹介
湘南・神奈川にちなんだ各店オリジナルギフトです
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。
冷蔵 早期

発送可能

〈鎌倉小川軒〉

テラスモール湘南店限定品と

レーズンウィッチ20個入

夏季限定の水羊羹を詰合わ

2,786円（税込）

1箱（20個入）

●箱サイズ：縦15×横24×高さ5cm
●内容：レーズンウィッチ×20個
●お日持ち期間：製造から約7日間
※特定原材料：卵・乳・小麦
※7/1
（木）
〜8/15
（日）
の期間中、全国送料一律600円
（税込）

せました。
発送可能

〈横濱文明堂〉

湘南バラエティセットS

3,176円（税込）

1箱（14個入）

●箱サイズ：縦30×横28.3×高さ6.5cm
●内容：オリジナルカステラ×1、
かすてら巻×6、焼印入三笠山×3、
水羊羹(さらし×2、
小倉×1、抹茶×1)
●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月末頃

1番人気の
「クルミッ子」
をはじめ、上品な美味しさの

湘南の海をイメージした形のおてづくりも

まんまる、やわらか、やさしい味わい。しっとりとしたきめ細やかなスポンジは

焼き菓子3種の詰合せです。

なか。包装紙にSHONANロゴ入りの湘南

たまご感がありながらも後味がすっきり。オリジナルクリームを詰めました。

手土産として人気No. 1商品です。
発送可能

〈鎌倉紅谷〉

谷戸めぐり

3,240円（税込）

1箱（25個入）

●箱サイズ：縦33.2×横28×高さ5.8cm
●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
※各日数量限定のため、
なくなり次第終了となります。

〈鎌倉ニュージャーマン〉

1,080円（税込）

湘南もなか

1箱（6個入）

●箱サイズ：縦9×横21×高さ8cm ●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
※6/1
（火）
〜6/30
（水）
の期間中、全国送料一律500円
（税込）

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・和三盆・きな粉の3種の個性豊かな焼き菓子です。

早期

発送可能

〈鵠沼しみず〉

新商品のチーズフィナンシェを含んだオススメギフトです。

かまくらミニ

2,052円（税込）

1箱（12個入）

●箱サイズ：縦23.5×横35×高さ6cm
●お日持ち期間：製造日から30日間
※特定原材料：卵・乳・小麦

●内容：かまくらミニ 12個

曽我兄弟にちなんだ縁起菓子。
味自慢の餡と柔らかい

小田原ムーンカフェ菜の花で焙煎した深煎りの豆をネルで丁寧にドリップ

求肥で、優しく包み込んだ
『五郎力餅』です。

しました。コロンビアをベースにマンデリンのコクを足して後味にはエチ
オピアナチュラルの香りを残しました。

発送可能

発送可能
発送可能

〈フランス風創作菓子 レ・シュー〉

TAKUMIギフト 24個入り
●箱サイズ：縦21.5×横34.5×高さ5.5cm
●お日持ち期間：販売から約20日間
※特定原材：乳、小麦
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3,600円（税込）

1箱（24個入）

●内容：匠クッキー
（和三盆、鬼くるみ、
きなこ×各8個）

〈パティガーデン〉

辻堂ギフト

※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。

1,350円（税込）

1箱（8個入）

●箱サイズ：縦15×横15×高さ5cm
●お日持ち期間：販売から30日間
※特定原材料：卵・乳・小麦

発送可能

〈曽我乃正栄堂〉
●内容：プレーンフィナンシェ×4、
チーズフィナンシェ×4

五郎力餅

〈和菓子 菜の花〉

1,155円（税込）

1箱（6個入）

●箱サイズ：縦17.5×横17.5×高さ5cm
●お日持ち期間：製造から約10日間

●内容：こしあん、
しろあん 各3個入り

リキッドアイスコーヒー

1,200円（税込）

1箱（1本入）

●箱サイズ：縦31.5×横12.5×高さ10.5cm
●お日持ち期間：製造から4ヶ月

●内容：箱の中に1本瓶入り

※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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湘南スイーツ
セレクション
湘南スイーツセレクションは
湘南・横浜エリア人気ブランドが集結した
セレクトショップです。
N E Wブランド登 場！

横浜市

MAP
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藤沢市
茅ヶ崎市

MAP
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鎌倉市

平塚市
08

09

06

07
02
03

葉山町

※地図の番号は本店の所在地です。

発送可能

〈霧笛楼〉

発送可能

霧笛楼ギフトセット

GAE-IH

3,456円（税込）

1箱（10個入）

〈ガトー・ド・ボワイヤージュ〉

●箱サイズ：縦21.5×横30×高さ7cm
●内容：霧笛楼ゼリー
（湘南ゴールド、
片浦レモン、
ピオーネ、
ラフランス）×各1個、横濱煉瓦×4個、
横濱白煉瓦×2個
●お日持ち期間：製造から約90日
※特定原材料：卵、乳、小麦 ※販売期間：販売中〜なくなり次第終了

ジュレ・ビジュ（12個入）

3,240円（税込）

1箱（12個入）

●箱サイズ：縦19.3×横26.2×高さ4.2cm
●内容：湘南ゴールド、蔵熟みかん、
ブルーベリー、キウイフルーツ×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

MAP
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仏蘭西料亭の名にふさわしい洋館の佇まい、開港後に賑わった港崎
町遊郭の料亭「岩亀楼（がんきろう）」をイメージし、1981年、横濱元町
に「仏蘭西料亭霧笛楼」を開店いたしました。

ガトー・ド・ボワイヤージュは、フランス語で「日持ちのする焼き菓子」
という意味です。1日でも長く焼きたての美味しさをというパティシエ
の思いから生まれたお店です。

発送可能

〈美濃屋あられ製造本舗〉

S-25「技」詰合せ

2,700円（税込）

1箱（9袋入）

●箱サイズ：縦31×横21×高さ5cm
●内容：柿種、羽衣、
デラミックス、中鬼ざらめ、江戸巻き、梅しそ小石ざらめ、有明、桜あられ、
胡麻丹×各1袋
●お日持ち期間：製造から約120日間
※特定原材料：小麦

MAP

MAP

06

07

1929年（昭和4年）に横浜で創業以来、もち米100％のあられ・柿の種
を造り続けております。食べて美味しいだけではなく、
「食べて会話が
弾む商品作り」をコンセプトに、皆様の間で楽しんで頂ける商品作り
を続けて参ります。
発送可能
発送可能

MAP
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〈鎌倉山ラスク〉

バラエティーセット

〈鎌倉まめや〉

鎌倉豆づくしM20

2,160円（税込）

●箱サイズ：縦33×横20.5×高さ6cm
●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
●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

発送可能

〈ラ・マーレ・ド・チャヤ〉

3,240円（税込）

ゼリー焼菓子詰合せ 12個入

1箱（12個入）

●箱サイズ：縦21×横35×高さ8cm
●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・オレンジ・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）

1972年洋菓子専門店として「ラ・マーレ・ド・チャヤ」は誕生しました。
イギリスの片田舎にあるような、素朴でいて、どこか懐かしい佇まい
の外観。その雰囲気同様クラシカルでシンプルな作りたてのお菓子、
海から聞こえる波の音は至福のひと時を感じさせてくれます。

2,400円（税込）

1箱（24枚入）

●箱サイズ：縦24×横27.5×高さ5cm
●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

1箱（8袋入）

鎌倉市長谷に本店を構え、伝統的な手法で、自然の味を大切に、懐かし
さに新しさを加えた表情豊かな豆たちが奏でる美味しいハーモニー。
お茶請けやビールのおつまみに、
「鎌倉まめや」の豆菓子をどうぞ。

「鎌倉山ラスク」は鎌倉の小町通りに本店を構えるラスク専門店です。
サクッとした最高の食感を生み出すため、厳選した材料を使用し、素
材本来の風味、ほんのりとした甘味、やさしい口当たりを、どこか昔な
つかしい贅沢としてご堪能頂けます。

MAP

MAP
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発送可能

〈日影茶屋〉

日影涼菓詰合せ

●箱サイズ：縦26.3×横25.6×高さ7cm
●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）

日影茶屋は葉山の地で創業し、三百余年の間、求められる役割を果たし
ながら日本料理の伝統に向き合ってきました。近年では和菓子販売の
「菓子舗」、仕出し弁当を創業し、新しい挑戦に挑んで参りました。
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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。

発送可能

発送可能

3,240円（税込）

〈コーノロジー〉

1箱（12個入）

〈菓子工房KOROSUE〉

KOROSUEギフトセット

Cornologyギフトボックス

2,916円（税込）

1箱（6個入）

2,250円（税込）

1箱（6袋入）

●箱サイズ：縦21×横18×高さ19cm
●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
●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。

●箱サイズ：縦17×横26×高さ7cm
●内容：フィナンシェ
（プレーン・ショコラ）
×各2個、
クッキー
（アーモンドココア・プレーン）×各1個
●お日持ち期間：製造から約30日間
※特定原材料：卵、乳、小麦

菓子工房KOROSUEは、最高級のバターのみを使用するなど味にこだ
わり丁寧に焼き上げる湘南鵠沼の小さな工房です。工房設立当初か
ら変わらず一つ一つ丁寧に作っております。

片瀬江の島に本店を構える、米国カリフォルニア州発のグルメ・ポップコー
ン専門店。
「Cornology」では、秘伝のレシピを使い、毎日店内キッチンで手
作りしています。フレッシュで美味しいポップコーンをお楽しみください。

※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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送料お得なギフトのご紹介
送料がお得なこの機会にぜひ、湘南マルシェの美味しいギフトをご利用ください。

フランセの人気商品を詰合せた季節限定の商品です。
送料無料
（一部地域のみ）

〈フランセ〉

フランセ ベストセレクション

3,240円（税込）

1箱（21個入）

●箱サイズ（約）
：縦21×横27×高さ4cm
●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（約）
：製造から80日間
※特定原材料：卵、乳、小麦
※販売期間：6月中旬〜なくなり次第終了
※6/15
（火）
〜8/16
（月）
の期間限定、一部地域（関東周辺）送料無料
クール便除く

人気の定番商品に夏限定の涼菓も詰め合わせた夏のご挨拶、

宇治式部郷の代表菓を詰め合わせた贈り物にはもちろん

手土産にぴったりの一品です。

手土産にもおすすめの品です。

送料無料
（一部地域のみ）

送料無料
（一部地域のみ）

〈京都・宇治式部郷〉

涼風つづり

〈京都・宇治式部郷〉

3,240円（税込）

宇治 源氏のしらべ

1箱（米菓20袋・涼菓3個入）

●箱サイズ：縦30×横25.5×高さ9.3cm
●内容：さくら紅葉×3袋/花うららけし×3袋/月まどか×6袋/源氏歌あわせ×8袋/
京の涼菓子×3個
●お日持ち期間：製造から90日間
※特定原材料：卵・乳・小麦・落花生・えび・かに
※数量限定の為、
なくなり次第終了
※6/24
（木）
〜8/10
（火）
の期間限定（8/15(日)到着分まで）、一部地域送料無料

5,400円（税込）

1箱（35袋入）

●箱サイズ：縦39×横25.5×高さ9cm
●内容：さくら紅葉×10袋/月まどか×13袋/源氏歌あわせ×10袋/源氏あられ×2袋
●お日持ち期間：製造から90日間
※特定原材料：卵・小麦・えび
※販売期間：6月下旬〜8月上旬
※6/24
（木）
〜8/10
（火）
の期間限定（8/15(日)到着分まで）、一部地域送料無料

各店のお得な配送サービス
バターを練り込んだ生地に、ナッツやチョコレートチップを加えて焼き

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。

上げたクッキーと、
サクサク食感のパイを詰め合わせました。

〈メリーチョコレート〉

〈メリーチョコレート〉

サヴール ド メリー

メリーチョコレート

送料無料
（沖縄・離島を除く）

送料無料
（一部地域のみ）

6/16（水）〜8/31
（火）の期間中
①5,400円
（税込）以上で全国送料無料 ※クール便、沖縄などの一部離島除く
②3,240円
（税込）以上で関東甲信越・南東北地区送料無料 ※ クール便、一部離島を除く

3,240円（税込）

1箱（41枚入）

●箱サイズ：縦27.8×横36.4×高さ4.6cm ●内容：クッキー41枚入
●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
（水）
〜8/31
（火）
の期間限定、関東甲信越・南東北地区送料無料
クール便・離島は除く

国産果実の果樹園倶楽部

5,400円（税込）

1箱（20個入）

●箱サイズ：縦31.5×横38.7×高さ4.5cm
●内容：さくらんぼ×3、
白桃×3、洋梨×4、伊予柑×3、林檎×3、葡萄×2、パイナップル×2
●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
（水）
〜8/31
（火）
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

フランセ

6/15（火）〜8/16（月）の期間中
①5,400円
（税込）以上で全国（沖縄を除く）
送料無料 ※クール代別途
②3,240円
（税込）以上で一部地域（関東周辺）送料無料 ※クール代別途

7/1（木）〜8/15(日）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）
鎌倉小川軒

6/24
（木）〜8/10（火）の期間中 ※8/15（日）到着分まで
配送先１件につき3,240円（税込）以上で一部地域送料無料
京都・宇治式部郷

北海道産小豆の風味、吉野本葛の食感を生かした「葛水ようかん」。

式部郷人気の定番商品に加え、京の涼菓子3種と式部彩夏抄だけのあ

こしあんを香り高い宇治抹茶わらび餅でとじ込めた「抹茶わらび餅」。

られ2種を詰め合わせ、爽やかなブルーの風呂敷で包みました。

菓匠 清閑院

吉野本葛のコシを生かした2種の
「くずきり」。

発送可能

早期

古都の涼（SKR-30）

3,240円（税込）

1箱（9個入）

●箱サイズ：縦24.4×横24.4×高さ6.2cm
●内容：吉野本葛 葛水ようかん×3、創作 黒糖蜜くずきり×2、創作 白桃くずきり×1、
抹茶わらび餅×3
●お日持ち期間：製造から約70日間
※販売期間：6/10（木）〜8/10（火）
※6/18
（金）
〜7/18
（日）
の期間限定、全国送料一律550円
（税込）
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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。

6/1（火）〜6/30(水)の期間中
「湘南もなか、夏もなか、夏もなか涼」に限り、
全国送料一律500円
（税込）

送料無料
（一部地域のみ）

〈京都・宇治式部郷〉

式部 彩夏抄

〈菓匠 清閑院〉

6/18（金）〜7/18（日）の期間中
「古都の涼9個入、15個入」
の配送1件につき全国送料一律550円（税込）

鵠沼しみず

4,320円（税込）

1箱（米菓25袋・涼菓3個入）

●箱サイズ：縦25.6×横30.2×高さ10.8cm
●内容：月まどか×12袋/源氏歌あわせ×4袋/さくら紅葉×4袋/花うららけし×3袋/
京の涼菓子×3個/山椒あられ×1袋/いろどりあられと五色豆×1袋
●お日持ち期間：製造から90日間
※特定原材料：卵・乳・小麦・落花生・えび・かに
※数量限定の為、
なくなり次第終了
※6/24
（木）
〜8/10
（火）
の期間限定（8/15(日)到着分まで）、一部地域送料無料

全国一律880円（税込）※沖縄、
離島は対象外
※限定数がなくなり次第終了となります。
久世福商店

※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。
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夏の

ギフト特集

湘南マルシェ各店がおすすめするひんやりギフトが勢揃い
人気のアイテムを詰め合わせた
夏のデザートをお楽しみください。

発送可能

〈ロクメイカン〉

ローズジュエルアソート

1箱

2,916円（税込）

●箱サイズ：縦25.3×横33.4×高さ4.7cm
●内容：ローズジュエル
（白桃×グリーンピーチ）
×2、
ローズジュエル（ブラッドオレンジ×チェリー）
×2、
ローズジュエル（オレンジ×レモン）
×2、
恵みのしずく23個入×1
●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月中旬迄

柔らかな喉ごしで、口当たりよく、
素材の美味しさを
感じて頂けるゼリーです。

発送可能

〈フランス風創作菓子 レ・シュー〉

旬菓の雫6本入

2,980円（税込）

1箱（6本入）

●箱サイズ：縦26×横25.5×高さ7cm
●内容：6本入（ピーチ、マンゴー、
ラフランス、
りんご、
あまおう苺、
ピオーネ）
●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）

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
国産果肉にこだわったみずみずしい

ソルベを詰め合せました。

食感のフルーツゼリー。
濃厚な果実の味わいが楽しめる果実のジュレセットです。
発送可能

早期

発送可能

〈鎌倉小川軒〉

Waジュレ

〈ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー〉

発送可能

ミルクベースのなめらかなぷりん。
甘さ控えめ国産ぶどうの果汁を使用した

甘さ控えめ濃厚みるく・極み抹茶・ほうじ茶・黒

プルプルぶどうゼリー。

ごまの4種類。
沖縄県産黒蜜との相性抜群。

●箱サイズ：縦26.5×横24.3×高さ7cm
●内容：果実のジュレ（マンゴー、
アップル、
ピーチ、
グレープフルーツ）×各3個
●お日持ち期間：製造から約190日間
※数量限定の為、
なくなり次第終了

香り高い国産フルーツをぷるぷるゼリーにとじ込めた、

目にも涼やかな3種のゼリーと、北海道産の素材を使用したなめらかな

みずみずしい味わいのゼリーです。

プディングがお楽しみいただけます。

3,240円（税込）

1箱（12個入）

送料無料
（沖縄・離島を除く）

〈メリーチョコレート〉

〈銀座コージーコーナー〉

Mizuka 〜みずか〜
（6個入）
発送可能

冷蔵

発送可能

〈鵠沼しみず〉

ぶどうゼリー

〈鵠沼しみず〉

1,512円（税込）

鵠沼ぷりん

1箱（4個入）

●箱サイズ：縦14×横14×高さ8cm
※販売期間：販売中〜8/31（火）
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冷蔵

●内容：ぶどうゼリー4個

●お日持ち期間：製造から7日間

1,380円（税込）

1箱（4個入）

●箱サイズ：縦14×横14×高さ8cm ●内容：鵠沼ぷりん お好きなお味4個
●お日持ち期間：製造から5日間 ※特定原材料：乳

※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（7個入）

●箱サイズ（約）
：縦15×横26×高さ4cm
●内容：ジュレ・フリュイ
（白桃、
ラ・フランス、
メロン、
いよかん）各1コ、
ソルベ・フリュイ
（とちおとめ、
ゆずレモン、
桃）各1コ
●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（火）※予定

果実のジュレギフト<12個>

●箱サイズ：縦24.5×横24×高さ5cm
●内容：Waジュレ×9個
（白桃・みかん・さくらんぼ・巨峰・甘夏・いちじく・レモン・りんご・ラ・フランス×各1）
●お日持ち期間：製造から90日以上
販売期間：販売中〜8月中旬
※7/1
（木）
〜8/15
（日）
の期間中、全国送料一律600円
（税込）

2,300円（税込）

ジュレ&ソルベ・フリュイ アソート

〈フロ プレステージュ〉

3,420円（税込）

1箱（9個入）

1,620円（税込）

1箱（6個入）

●箱サイズ：縦12.5×横18.5×高さ4.4cm
●内容：フルーツゼリー
（国産甘夏）×2個、
フルーツゼリー
（国産さくらんぼ）×2個、
フルーツゼリー
（国産ラ フランス）×1個、
フルーツゼリー
（国産白桃）
×1個 計6個
●お日持ち期間：製造から約180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、
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） ※お持ち帰り限定商品となります。

デザートコレクション

5,400円（税込）

1箱（24個入）

●箱サイズ：縦34.4×横52.7×高さ5cm
●内容：国産果実ゼリー8個（さくらんぼ×1、
白桃×2、洋梨×2、林檎×2、伊予柑×1）、果肉入りゼリー4
個（オレンジ×1、北海道メロン×1、ピーチ×1、キウイフルーツ×1）、国産果汁ゼリー8個（みかん×
2、
とちおとめ×1、白桃×2、
りんご×1、洋梨×1、巨峰×1）、北海道カスタードプティング（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
（水）
〜8/31
（火）
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

※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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各店おすすめギフトのご紹介
湘南マルシェ各店から夏にぴったりのギフトをご紹介します。

人気の「クルミッ子」と「あじさい」の詰合せです。

人気の「クルミッ子」をはじめ、上品な美味しさの焼き菓子3種の詰合せです。

夏季限定の甘夏ゼリーとLEMONケーキ
発送可能

を人気のバウムクーヘンカットと一緒

〈鎌倉紅谷〉

に詰め合わせいたしました。

詰合せ05

爽やかな酸味のドライパインをサンドしました。

●箱サイズ：縦29.2×横21.7×高さ4.8cm
●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
※各日数量限定のため、
なくなり次第終了となります。

発送可能

カット6・ゼリー・LEMONケーキセット

3,500円（税込）

1箱（10個入）

2,808円（税込）

フルーティーな香りが夏らしいパッションフルーツクリームに、

〈治一郎〉

●箱サイズ：縦31×横22×高さ9cm
●内容：治一郎のバウムクーヘンカット×6袋、甘夏ゼリー×2個、LEMONケーキ×2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）
※配送には送料+クール便代
（220円
（税込））がかかります。

発送可能

冷蔵

発送可能

1箱（18個入）

〈鎌倉紅谷〉

詰合せ03

2,160円（税込）

1箱（16個入）

●箱サイズ：縦26.5×横26.7×高さ4.8cm
●内容：クルミッ子×6個、
あじさい×4枚、鎌倉だより×6枚
●お日持ち期間：製造から約70日間
※特定原材料：卵、乳、小麦
※各日数量限定のため、
なくなり次第終了となります。

〈鎌倉小川軒〉

セゾンウイッチ（パッションフルーツ＆パイン）

1,000円（税込）

1箱（5個入）

●箱サイズ：縦8×横24×高さ2.5cm ●内容：セゾンウイッチ×5個
●お日持ち期間：販売から約7日間
※特定原材料：卵、乳、小麦 ※販売期間：販売中〜8月下旬（予定）

昔ながらのカステラと夏季限定の水羊羹を
曽我の里の名物煎餅。砂糖と玉子と小麦

詰合せました。

粉をバランスよく焼き上げた香ばしいお

シロップがじゅわっと 広 が る

果実と木の実の2種類の味をお楽しみ頂ける新食感のサンドクッキーです。

しっとり食感のマドレーヌです。
発送可能

〈横濱文明堂〉

発送可能

サンドクッキー

ギフトセットCSB

〈ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー〉

〈フランセ〉

1,620円（税込）

1箱（10個入）

●箱サイズ：縦15×横22.5×高さ4cm ●内容：果実×5個、木の実×5個
●お日持ち期間：製造から150日間
※特定原材料：卵、乳、小麦 ※販売期間：販売中〜なくなり次第終了

煎餅です。

発送可能

しっとりマドレーヌ ココン

1,300円（税込）

1箱（6個入）

●箱サイズ：縦15.5×横19×高さ4cm
●内容：プレーン、
ロイヤルミルクティー、
ベルギーチョコレート×各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（アーモンド、大豆）

3,046円（税込）

1箱（9個入）

●箱サイズ（約）
：縦30×横24.5×高さ7cm
●内容：カステラ1号×1、水羊羹（さらし×4、小倉×2、抹茶×2）
●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
※この詰合せにゼリー含まれてません。
※特定原材料：卵、小麦 ※販売期間：販売中〜8月末日頃（予定）

発送可能

〈曽我乃正栄堂〉

曽我煎餅

1,306円（税込）

1箱（10枚入）

●箱サイズ：縦26.5×横13.7×高さ6cm ●内容：曽我煎餅×10枚
●お日持ち期間：製造から約60日間 ※特定原材料：卵、乳、小麦

夏の涼菓や爽やかな味わいの瀬戸内
レモンマドレーヌ、焼菓子をバラエ

果実の味わいが華やかに

ティーゆたかに詰め合わせました。

広 が るゼリー やマドレ ー
ヌ、風味ゆたかな焼菓子を

発送可能

〈銀座コージーコーナー〉

ギフトアソート（27個入）

〈銀座コージーコーナー〉

3,240円（税込）

1箱（27個入）

●箱サイズ：縦27.5×横43.5×高さ8cm
●内容：フリュイジュレ（マスカット、ピーチ＆ストロベリー、ピーチ、
オレンジ＆グレープフルーツ、マン
ゴー、
グレープ）×各1個、ハニーマドレーヌ×2個、マドレーヌ オ ショコラ×1個、瀬戸内レモンマド
レーヌ×3個、
フルーツくずきり
（愛媛産せとか、紀州産南高梅、高知産ゆず）×各1個、
クッキー
（シナモ
ン、
チェック、
フランボワーズ、
ピスターチ）×各3個 計27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、
もも、
はちみつの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）
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アソート。

発送可能

フルーティーギフト（8個入）

大判のどら焼と栗きんとんどら焼を詰め合わせた

鵠沼どらやき・夏限定あんずジャムどらやきです。

浅草梅園の定番ギフトです。

1,080円（税込）

1箱（8個入）

●箱サイズ：縦20×横25×高さ4.2cm
●内容：フリュイジュレ（マスカット、ピーチ）×各1個、バターマドレーヌ×2個、
レモンマドレーヌ×2個、
ももマドレーヌ×2個 計8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、
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）

※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。

毎朝銅板で焼き上げたふっくらとした生地の
各日

20籠
〈浅草梅園〉

〈鵠沼しみず〉

あんずどらやき

発送可能

限定

発送可能

1,500円（税込）

1籠（5個入）

●箱サイズ：縦25×横12×高さ8cm ●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 ※販売期間：販売中〜8/31（火）

どら焼き 10個詰合せ

2,873円（税込）

1箱（10個入）

●箱サイズ：縦34×横20.5×高さ7cm ●内容：どら焼
（つぶ餡、栗きんとん餡）×各5個
●お日持ち期間：製造から約14日間 ※特定原材料：卵、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。
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湘南マルシェデリカショップから美味しいお届け物のご紹介

おすすめデリカギフト

発送限定
送料込

冷凍

発送限定
送料込

〈梅の花〉

おふたりさま

冷蔵

〈梅の花〉
1セット

4,900円（税込）

梅の花ちょっとずつセット

●箱サイズ：縦32.5×横28×高さ8.5cm
●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）各110g×1、木の芽みそ(20g)×1、柚子みそ(20g)×1、
豆腐ハンバーグ（130g）×2個、久留米ソース(90ml)×1
●お日持ち期間：製造から約40日間以上
※特定原材料：卵、乳、小麦、
えび、
かに
※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。
※価格には箱代が含まれております。
※パッケージ・ラベルは変更になる場合もございます。

1セット

3,950円（税込）

●箱サイズ：縦32.5×横28×高さ8.5cm
●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100g×1パック、黒胡椒豆腐100g×1パック、
嶺岡豆腐100g×1パック、木の芽味噌（20g）×1、柚子味噌（20g）×1
●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
※ご贈答用にのしをお付けすることも可能です。
※パッケージ・ラベルは変更になる場合もございます。

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。

発送可能

〈ちがさき濱田屋〉

たたみいわし詰合せ

2,160円（税込）

発送可能

発送限定
送料無料

発送可能

〈ちがさき濱田屋〉

〈ちがさき濱田屋〉

たたみいわし詰合せ

たたみいわし詰合せ

2,800円（税込）

3,402円（税込）

1箱（2袋入）

1箱（2袋入）

1箱（3袋入）

●箱サイズ：縦23.5×横26.5×高さ3cm
●内容：たたみいわし
（8枚入）×1、手焼きしらすのり
（6枚入）×1
●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。

●箱サイズ：縦23.5×横26.5×高さ3cm
●内容：たたみいわし
（8枚入）×2
●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。

●箱サイズ：縦23.5×横27.5×高さ5cm
●内容：たたみいわし
（8枚入）×2、手焼きしらすのり
（6枚入）×1
●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。

冷蔵

〈崎陽軒〉

おいしさ長もち昔ながらのシウマイ・特製シウマイ詰合せ

1箱

2,850円（税込）

●箱サイズ：縦24.2×横31.5×高さ4.3cm
●内容：おいしさ長もち 昔ながらのシウマイ 12個入×2、おいしさ長もち 特製シウマイ 6個入×2
●お日持ち期間：製造日を含む15日間 ※特定原材料：小麦

ここでしか味わえない夏らしいお漬物を少量個包装で直送させていただきます。

発送限定
送料込

冷蔵
発送可能

〈お漬物の丸越〉

夏の浅漬物語

5,184円（税込）

1セット
（6種類）

●箱サイズ：縦21×横29×高さ8cm
●内容：羅臼昆布白菜塩分25％OFF×200g、玉ねぎ紀州梅仕立て×半割、
焼きあごだし漬昆布きゅー×2本、美味風味茄子×1本、
サマージャンキムチ×200g、
ごぼうとナッツの胡麻味噌漬×70g
●お日持ち期間：製造から約10日間
※特定原材料：乳、小麦、
えび ※販売期間：販売中〜7月下旬（予定）
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〈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。

シウマイとカレー横濱セット

発送可能

〈崎陽軒〉

シウマイ・焼焼売4箱詰合せ

1箱

2,750円（税込）

●箱サイズ：縦25×横39×高さ3.5cm
●内容：真空パックシウマイ 15個入×2、焼焼売
（やきシウマイ）15個入×2
●お日持ち期間：製造から5ヶ月間 ※特定原材料：小麦

1箱

3,450円（税込）

●箱サイズ：縦20×横36×高さ7cm
●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5ヶ月間
※特定原材料：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。
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食のセレクトショップ&ティーショップ
人気の国産野菜茶を4種類詰め合わせました。
15種類の人気のお茶が楽しめます。

出来上がるアイスクリームの約4倍もの牛乳を凝縮
国内産そば粉を使用した風味豊かな生そばと
人気のクラフトビールの詰め合わせです。

発送限定
送料込

〈こだわりや〉

〈こだわりや〉

こだわり地ビール詰合せ

1箱

3,480円（税込）

出雲なまそばセット

4,536円（税込）

1箱（6食入）

●箱サイズ：縦22.5×横23.5×高さ3.9cm
●内容：国産とうもろこし茶、国産桑の葉茶、国産杜仲茶、国産はと
麦茶 各ティーバッグ10個入
●お日持ち期間：製造から365日

太陽がきらめく湘南の海をイメージした、

金 色に染まる夕暮 れの湘南の空をイメージ。甘い

フルーティーな味わいのダージリンと、

柑橘とパイナップルが華やかに香る紅茶です。

グレナディンと爽やかな柑橘の香りのルイボスです。

爽やかなレモンとライムの香りが広がる

4,536円（税込）

人 気の 毎日だしと

おかず味噌人気№1の

人 気 N O.1の 大 人

毎日昆 布だしを入

九条ねぎ味噌とピリッ

のしゃけしゃけ明

れたセットです。

とした辛さがあと引く

●箱サイズ：縦20.5×横35×高さ14cm
●内容：バニラ×2個、
ストロベリー×2個、抹茶あずき×2個、
ブルーベリー×1個、
ビターチョコ×1個 各120ml 計8個
※特定原材料：卵、乳 ※販売期間：販売中〜8/31（火）

太も入ったギフト

七 味 な め 茸 も入った

です。

セットです。

クッキーのセットです。
テラスモール湘南

テラスモール湘南

限定商品

発送可能

発送可能

〈久世福商店〉

40セット

発送可能

限定

〈久世福商店〉

お決まり満足ギフト

1箱

2,700円（税込）

100セット
限定

〈久世福商店〉

旨味引き立つ毎日の食卓ギフト

1箱

3,024円（税込）

ごはんのお供ギフト

1箱

〈ルピシア〉

●箱サイズ：縦35×横30×高さ6cm
●内容：新和風タルタルソース×1瓶、
こめ油ドレッシング（ごま、ゆずマヨ）
×各1瓶、韓国万能だれ(ねぎ塩味）×1瓶、毎日だし７P、毎日昆布だし７P
●お日持ち期間：製造から約180日間
※特定原材料：乳、小麦 ※販売期間：販売中〜なくなり次第終了

●箱サイズ：縦30×横30×高さ6cm
●内容：万能だし５P、昆布だし５P、食べるすき焼き×1袋、九条ねぎ味噌×
1瓶、ゴロゴロほぐし焼き鯖×1瓶、七味なめ茸×1瓶、おかか生姜×1瓶
●お日持ち期間：製造から約180日間
※特定原材料：乳、小麦 ※販売期間：販売中〜なくなり次第終了

贈り物にぴったりなギフトボックス入りドリップ

贈り物にぴったりなギフトボックス入りドリップ

厳選された「あまおう苺」と芳醇なバターの

コーヒーです。

コーヒーです。

絶妙なバランス。

〈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

1,500円（税込）

発送可能

〈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

3,000円（税込）

1箱（10P入）

1箱（20P入）

●箱サイズ：縦13×横21×高さ6cm
●内容：ブルーマウンテンブレンド10ｇ×5P、
プレミアムモカブレンド10ｇ×5P
●お日持ち期間：製造から約365日間

●箱サイズ：縦27×横21.5×高さ6.5cm
●内容：ブルーマウンテンブレンド10ｇ×5P、ツッカーノブルボン
10ｇ×5P 、
プレミアムモカブレンド10ｇ×5P 、有機プレミアムブ
レンド10ｇ×5P
●お日持ち期間：製造から約365日間

※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。

〈カルディコーヒーファーム〉

オリジナルあまおう苺バター

753円（税込）

1瓶（255g）

●内容：福岡県産あまおう苺バター255g
●お日持ち期間：製造から約270日間
※お持ち帰り限定商品となります。

発送可能

〈ルピシア〉

〈アフタヌーンティー・ティールーム〉

マジックアワー 50gデザインラベル缶入

1,050円（税込）

1,100円（税込）

サマーギフトセット

1,880円（税込）

1缶（50g入）

1缶（50g入）

1箱（2種入）

●缶サイズ：直径10.9cm
●内容：紅茶×50g
●お日持ち期間：製造から約730日間

●缶サイズ：直径10.9cm
●内容：ルイボス×50g
●お日持ち期間：製造から約730日間

●箱サイズ：縦13.5×横23.5×高さ8.5cm
●内容：シャルドネダージリン シャルドネ香料使用（ティーバッグ
5g×7個）
、
ディアマン ソルティーレモンライム
（6個入）
●お日持ち期間：製造から100日間
※特定原材料：卵、乳、小麦
※販売期間：販売中〜8/25（水）

3,980円（税込）

●箱サイズ：縦25×横25×高さ5cm
●内容：こめ油ドレッシング（ごま、ゆずマヨ）×各1本、大人のしゃけ
しゃけめんたい×1瓶、食べるすき焼き×1瓶、万能だし5P
●お日持ち期間：製造から約180日間
※特定原材料：乳、小麦 ※販売期間：販売中〜8月下旬（予定）

発送可能

15

期間中

限定商品

発送可能

海の唄 50gデザインラベル缶入
期間中

限定

2,540円（税込）

1箱（4種）

●箱サイズ：縦12×横29×高さ4cm
●内容：ティーバッグ×15個
●お日持ち期間：製造から約365日間

1箱（8個入）

ゴロゴロシリーズ

120セット

健康野菜茶4種セット

1,540円（税込）

1箱（ティーバッグ15個入）

VANAGA スーパープレミアム
アイスクリームセット

●箱サイズ：縦22×横35cm×高さ6cm
●内容：国内産なまそば100g×6、
有機めんつゆ（濃縮タイプ）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 ※販売期間：販売中〜8/31（火）

発送可能

〈ルピシア〉

ティーバッグセット15種

冷凍

●箱サイズ：縦20×横27×高さ13cm
●内容：クラフトビール350ml×12本（辻堂店にある取扱品の中か
らお好きなビール12本お選び頂けます）
●お日持ち期間：製造から150日間
※特定原材料：小麦

期間中

発送可能

〈ルピシア〉

〈こだわりや〉

発送限定
送料込

発送可能

発送可能

して仕上げた木次乳業人気のアイスクリームセット。

有機めんつゆの詰合せです。

体を気遣う贈りものにおすすめです。

飲食店舗の厳選ギフト

発送限定

冷凍

発送限定

冷凍

発送限定

冷凍

〈しらす問屋 とびっちょ〉

〈しらす問屋 とびっちょ〉

〈しらす問屋 とびっちょ〉

生しらす釜揚げしらすセット

しらす4種セット

しらすづくしセット

2,800円（税込）

2,800円（税込）

5,500円（税込）

1箱（2種4個入）

1箱（4種4個入）

1箱（6種7個入）

●箱サイズ：縦26×横21×高さ5cm
●内容：冷凍生しらす（100g）×2個、冷凍釜揚げしらす（120g）×2個
●お日持ち期間：お届けから約14日間
※特定原材料：えび、
かに
※しらすはえび・かにが混ざる漁法で採取しています。
※化粧箱は予告なく変更となる場合がございます。

●箱サイズ：縦26×横21×高さ5cm
●内容：冷凍生しらす（100g）×1個、冷凍釜揚げしらす（120g）
×1個、
ちりめんじゃこ
（50g）×1個、
しらす生姜（130g）×1個
●お日持ち期間：お届けから約14日間
※特定原材料：えび、
かに
※しらすはえび・かにが混ざる漁法で採取しています。
※化粧箱は予告なく変更となる場合がございます。

●箱サイズ：縦52×横37×高さ6cm
●内容：冷凍生しらす（100g）×2個、冷凍釜揚げしらす（260g）
×1個、
ちりめんじゃこ
（50g）×1個、
しらすの佃煮ごま
（100g）
×1個、
しらす生姜（130g）×1個、たたみいわし
（5枚入）×1個
●お日持ち期間：お届けから約14日間
※特定原材料：えび、
かに
※しらすはえび・かにが混ざる漁法で採取しています。
※化粧箱は予告なく変更となる場合がございます。

※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。

16

湘南マルシェの生鮮・グロッサリー各店が厳選した選りすぐりのお届け物

生鮮・グロッサリー厳選ギフト

発送可能

冷蔵

〈魚の山金〉

送料無料
（離島・沖縄・北海道は除く）

しいの食品 小田原珍味松五郎3本セット

3,240円（税込）

冷凍

冷凍

送料無料
（離島・沖縄・北海道は除く）

〈魚の山金〉

送料無料
（離島・沖縄・北海道は除く）

〈魚の山金〉

まるきた水産 甘塩たらこ

まるきた水産 辛子明太子
（あごおとし）

4,860円（税込）

4,860円（税込）

1箱（3本入）

1箱（450g入）

1箱（450g入）

●箱サイズ：縦14.8×横23×高さ6.5cm
●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（火）

●箱サイズ：縦15×横21×高さ5cm
●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（火）

●箱サイズ：縦15×横21×高さ5cm
●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（火）

たかぎ厳選和牛 肩肉 すき焼き
1箱

10,000円（税込）

●箱サイズ：縦31×横23×高さ9cm
●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

〈澤光青果〉

4,141円（税込）

1箱（8個入）

●サイズ：縦27×横40×高さ18cm
●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。

〈澤光青果〉

早生果樹園 和歌山県産
飲むみかん10本ギフト

2,160円（税込）

１箱（1,000ml×2本）

2,700円（税込）

●箱サイズ：縦34×横23×高さ11.5cm
●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。

1箱（180ml×10本）

●箱サイズ：縦29×横42×高さ9.5cm
●内容：180ml×10本
●お日持ち期間：店頭にてご確認ください。

街角の価格で。」を
コンセプトに世界中の
味が揃うショップ。
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4,500円（税込）

1箱（約500g×2本入）

●箱サイズ：縦28×横28×高さ9cm
●内容：地元神奈川で育ったやまゆりポークロース肉使用。
●お日持ち期間：製造から約4日間
※特定原材料：小麦

●箱サイズ：縦17×横28×高さ11cm
●内容：じっくり煮込んでとろとろの食感に仕上げた煮豚です。
●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

冷凍

送料無料
（関東及び一部地域のみ）

テラスモール湘南

冷凍

限定商品

〈浜作〉

5,400円（税込）

とろとろ煮豚2本セット

1箱（100g×8枚入）

テラスモール湘南

自家製西京味噌漬詰合せ C

冷凍

送料無料
（関東及び一部地域のみ）

テラスモール湘南

限定商品

〈浜作〉

テラスモール湘南干物セット

6,264円（税込）

浜作特選干物セット

4,860円（税込）

1箱（4種9点入）

1箱（6種9点入）

1箱（6種10点入）

●箱サイズ：縦20.5×横27×高さ7.6cm
●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。

●箱サイズ：縦20.5×横27×高さ7.6cm
●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。

●箱サイズ：縦20.5×横27×高さ7.6cm
●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
●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。

冷蔵
1都8県送料無料
※その他の地域は有料となります。
発送限定
詳しくは店頭にてご確認下さい。

冷凍

〈成城石井自家製〉

「世界の食品を世界の

発送可能

〈タカギフーズ〉

神奈川県産やまゆりポーク味噌漬け

限定商品

〈浜作〉

〈澤光青果〉

長野県産プレミアムりんごジューズ

成城石井の
夏ギフト

送料無料
（関東及び一部地域のみ）

発送可能

冷蔵

4,800円（税込）

冷凍

発送可能

発送可能

〈タカギフーズ〉

発送可能

ゼリー8個セット

冷蔵

〈タカギフーズ〉

大人気ケーキセット

4,300円（税込）

1箱（3本入）

●箱サイズ（約）
：縦23×横25×高さ7.5cm
●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
（約）
：解凍から3日間
※特定原材料：卵、乳、小麦 ※販売期間：販売中〜9/30（木）

※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。

発送限定
送料無料

〈成城石井〉

ポルボローネセット

〈成城石井〉
1箱

3,500円（税込）

●箱サイズ
（約）
：縦31×横19×高さ9㎝
●内容：和三盆ポルボローネ 4袋、宇治抹茶のポルボローネ 2袋
●お日持ち期間
（約）
：製造から90日間
※販売期間：販売中〜9/30（木）

発送限定
メーカー直送
送料込

早期

長崎県島原産 寒製づくり手延べ素麺

3,199円（税込）

1箱（50g×20束入）

●箱サイズ（約）
：縦21×横32×高さ4cm
●内容：50g×20束
●お日持ち期間（約）
：製造から750日間
※特定原材料：小麦 ※販売期間：販売中〜8/8（日）
【早期割引】
7/4
（日）
までのご注文で5%OFF

早期

発送限定
送料無料

1都8県送料無料
※その他の地域は有料となります。
発送限定
詳しくは店頭にてご確認下さい。

〈成城石井自家製〉

〈成城石井〉

オリジナルハイボール

4,900円（税込）

1箱（350ml×24本入）

●箱サイズ
（約）
：縦40×横26×高さ12cm
●内容：1本
（350ml）
×24本
※販売期間：販売中〜9/30（木）
【早期割引】
7/4
（日）
までのご注文で5%OFF

DLG金メダル受賞セット

1セット

早期

3,800円（税込）

●箱サイズ（約）
：縦24.5×横23.5×高さ10cm
●内容：ポークウインナー180g×1、粗挽きウインナープレーン180g×1、
フライッシュケーゼ粗挽き100g×1、ロースハムスライス90g×1、
黒胡椒ポークウインナー180g×1
●お日持ち期間
（約）
：製造から10日間 ※特定原材料：乳、
小麦
※販売期間：販売中〜9/30（木）
【早期割引】
7/4
（日）
までのご注文で5%OFF
※沖縄・離島への配送は承れません。

※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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