
この道一筋
老舗・専門店

時間限定
バーゲン

おいしい「魚の山金」の鮮魚
TEL.38-1878

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

タカギフーズ 
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。

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。

20（金）
22（日）
～

20（金）
22（日）
～

20（金）
22（日）
～

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。

20
（金）

朝得！！

限定20kg

500円（税込540円）
【10時より】
広島県産 加熱用かき（養殖・解凍）
1パック
（400g入）

限定10kg

350円（税込378円）
【10時より】
ノルウェー産 生サーモン刺身用（養殖）
100g
当り

限定30台

999円（税込1,079円）
【10時より】
刺身盛合せ（国産本まぐろ入）
1台
（4種盛り）

限定50ネット

398円（税込430円）
【10時より】
茨城県産他 栗
1ネット

限定40kg

98円（税込106円）
【10時より】
茨城県産 れんこん
100g

限定100本

100円（税込108円）
【10時より】
千葉県産他 さつまいも
1本

成
城
石
井
の
お
す
す
め
品
！

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

21
（土）
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20
（金）

5時得！！
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20
（金）

朝得！！

399円（税込431円）
成城石井desica
旨みたっぷりピリ辛プーパッポンカレー
180g

399円（税込431円）
成城石井desica
ホーリーバジル香るピリ辛ガパオ
150g

399円（税込431円）
成城石井desica
ココナッツ風味香るグリーンカレー
150g
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9/20（金）～22（日） 9/20（金）～22（日） 9/22（日）限り

9/20（金）～22（日）

9/20（金）～22（日）

9/20（金）～22（日）

9/20（金）～22（日） 9/20（金）～22（日）

1折（8貫） 1,080円（税込1,167円）
本まぐろづくし
（中とろ4貫、赤身4貫）

人気の本まぐろづくしがリニューアルしました。
厳選本まぐろをご賞味ください。

各日

20折
限定表示価格より3割引き！

北海道産他 生筋子（醤油漬用）

ご家族で美味しいいくら作りませんか？
すぐに漬けられるように、ほぐしの調理致します。

各日

10kg
限定

100g 198円（税込214円）
山梨県産他 シャインマスカット

皮ごと食べられて甘味の強い青ぶどうです。

期間中

50kg
限定

1袋 98円（税込106円）
3袋 280円（税込303円）

長野県産他 
ホクトのきのこ
ぶなしめじ、
エリンギ、舞茸
よりどりセール！

秋の味覚に欠かせない、３種のきのこをラインナップしました。
鍋物やホイル焼きにたっぷり添えて香ばしさを楽しめます。

各日

各50袋
限定

300g 1,000円（税込1,080円）
国内産
国産牛ももステーキ切り出し

当店人気商品のステーキ切り出し肉の増量セールです。
各日数量限定となりますので、お早目にお買い求めください。

各日

20kg
限定1袋 298円（税込322円）

相模ハム ポークウインナー

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。

期間中

100袋
限定

3品よりどり  1,000円（税込1,080円）
美味しい乾珍味
よりどりセール！

直火でこんがりと焼き上げた美味しい珍味、お子様や大
人のおやつに最適！

期間中

計30袋
限定

150g 

699円（税込755円）

島根県出雲市
多伎町産
まるごといちじくジャム

島根県出雲市多伎町産いちじ
く使用。品種は蓬莱柿（ほうら
いし）。皮までまるごとジャムにし
ました。エコファーマーで育てた
いちじくを使用しています。

1袋（3本入） 178円（税込193円）
藤沢市大庭産
山下さんの家の胡瓜 20袋

限定

100g 1,500円（税込1,620円）
神奈川県産 葉山牛
肩ロースうす切り

期間中

10kg
限定

1パック（8種10品） 

980円（税込1,059円）

横浜 中央市場 
石橋の煮込みおでん

各日

10パック
限定

第八十二回

「月いち名物」は湘南マルシェ生鮮売場が「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！

20
（金）
21
（土）
22
（日）

9月は
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！

美味しい湘南産品 “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！

店長おすすめ 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！

9月は第3金曜日から3日間開催!!

月いち名物 店長おすすめ 美味しい神奈川県産品

　

地元産の美
味しい胡瓜
です。

新川店長

磯部店長

１９１４年（大正
３年）創業の練
り物製造販売
の老舗が作っ
たおでんです。

磯野店長

葉 山 牛 の
しっかりとし
た肉の旨味
をぜひご賞
味下さい。

イベントのご紹介

メガトン級
バーゲン!

9/20（金）～22（日）なくなり次第終了

メガトン級
バーゲン!

9/20（金）～22（日）なくなり次第終了

※電話番号の市外局番は全て0466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。

※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。

※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。

成城石井
TEL.38-1810

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！

魚の山金 TEL.38-1878

生本まぐろ解体セール
9/21（土） 16:00～

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）

鮮度が
ご馳走!

限定80枚

500円（税込540円）
【17時より】
三元豚 ロースとんかつ
2枚 

限定20kg

480円（税込519円）
【10時より】
国内産 国産牛肩うす切り
100g

限定10kg

780円（税込843円）
【10時より】
国内産 たかぎ厳選 和牛焼肉用切り出し
100g

限定20パック

498円（税込538円）
【10時より】
愛知篠島直送 たっぷり釜揚しらす
1パック
（180g入）

限定20枚

399円（税込431円）
【10時より】
伊豆 伊東直送 さば味醂干し
1枚

限定15パック

780円（税込843円）
【10時より】
本場福岡の味 辛子明太子
1パック
（200g入）

増税前がお得！！秋の夜長に楽しむお酒

❶薩摩焼酎 木樽蒸留 福松 720ml 2,800円（税込3,024円）
❷朝しぼり 福松 生原酒  　 720ml 1,500円（税込1,620円）
❸三河仕込 純米本みりん 三年熟成 
　　　　　　　　　　　　　　　　400ml 1,150円（税込1,242円）

❶寺田本家 香取 純米自然酒90 720ml    990円（税込1,070円）
❷寺田本家 香取 純米自然酒80 720ml 1,130円（税込1,221円）
❸高知県産 ダバダ火振　 　　  720ml 1,538円（税込1,662円）

❶シガッラ・グランパッソ 　　　  750ml 1,280円（税込1,382円）
❷ツェラー・シュヴァルツェ・カッツ 750ml 　850円（税込918円）
❸レッドウッド シャルドネ 　　　 750ml　 647円（税込698円）

お買い得！ 人気ベスト10 ワイン10本セット
1セット（750ml×10本） 10,000円（税込10,800円）
※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。

こだわりや
TEL.54-9261

ご近所
マルシェ

ご近所
マルシェ

カルディ
コーヒーファーム
TEL.38-2422

ご近所
マルシェ 久世福商店

TEL.86-7039

お買い得！
人気スパークリング3本セット
1セット（750ml×3本） 
2,990円（税込3,230円）

お買い得！
人気赤ワイン3本セット
1セット（750ml×3本） 
2,990円（税込3,230円）

❶ ❷ ❸

❶

❶

❷

❷

❸

❸

※10月1日より税込価格が変更になります。9/20（金）～30（月）チラシ期間

神奈川県産 
やまゆりポーク 全品 
神奈川県産 
やまゆりポーク 全品 
表示価格よりレジにて
40％割引
表示価格よりレジにて
40％割引
対面コーナー、パックコーナーのやまゆりポーク
全品表示価格よりレジにて40％割引とさせて頂きます。

各日

50kg
限定

フロ プレステージュ
TEL.38-1845

シャインマスカットと洋梨のタルト
1台（直径15cm ） 

　　 999円（税込1,078円）
アーモンドクリームを焼き上げたタルト台に、シャイン
マスカット、洋梨、苺を飾りました。
販売期間 販売中～9/21（土）

お手頃
価格

青森県産りんごと苺のチーズタルト
1台（直径15cm ） 

　　 999円（税込1,078円）
青森県産りんごのコンポート（シロップ煮）と苺を、
ふんだんに飾ったチーズタルトです。
販売期間 9/22（日）・9/23（月・祝）

お手頃
価格

お得な4日間の
商品紹介♪

9/20
（金）

9/21
（土）

9/22
（日）

9/23
（月・祝）

FLO感謝祭のご案内！

各日

25台
限定

各日

25台
限定

※収穫状況により入荷数が変わる場合もございます。

番外編
みりんも
増税対象！



鎌倉春秋 24枚入
1箱（2種24枚入） 1,200円（税込1,296円）
抹茶味12枚、ジンジャー味12枚入りの西洋せんべいです。
お日持ち期間：製造から約80日間
販売期間 販売中～9/26（木）

ハートのベイクドショコラ
1箱（3コ入） 1,200円（税込1,296円）
人気のベイクドショコラを3種類詰め合わせました。
いちご・チョコレート・ピスタチオが一緒に楽しめます。
お日持ち期間：製造から約30日間
販売期間 販売中～10/14（月・祝）

たごさく 秋の彩りDeli弁当
1折 925円（税込999円）
4種のおこわに人気のおかずを少しずつ
詰め合わせ、いろいろな味が楽しめる
行楽に持って行きたいお弁当です。
販売期間 販売中～11月末日

マカロン・コロレ 10枚入
1箱（2種10枚入） 1,200円（税込1,296円）
「これはマカロン？チョコレート？」マカロン生地にチョコレートを
しみ込ませて焼き上げた不思議なスイーツに生まれ変わりました。日本初です!!
お日持ち期間：販売から約90日間
販売期間 販売中～なくなり次第終了

おはぎ（❶つぶ・❷こし・❸よもぎ・❹きな粉・❺ごま） 
各1コ 167円（税込180円）
おはぎ（❻くり） 1コ 260円（税込280円）
定番のつぶあん・こしあんに加え、
秋のお彼岸限定のくりあんもご用意しました。
販売期間 販売中～なくなり次第終了

懐中しるこ 1箱（8コ入） 1,460円（税込1,577円）
お湯を注いで召し上がる、懐中しるこです。
お日持ち期間：製造から約90日間
販売期間 販売中～2020年3月末頃

秋のかながわ味わい弁当 1折 889円（税込960円）
神奈川県産食材とともに、
きのこやかぼちゃなど秋らしい食材を使った季節限定弁当です。
販売期間 販売中～11/30（土）

秋香る・重ね弁当
1折 1,065円（税込1,150円）
秋色おかずをたっぷり揃えた、二段のおでかけ弁当です。
〈鯖の塩麹焼き、出汁醤油で煮た車麩のフライ、根菜のきんぴら他〉
販売期間 販売中～10月上旬（予定）

行楽弁当
1折 1,290円（税込1,394円）
秋の味覚をふんだんに盛り込みました。
彩り豊かでスタッフのイチオシです。
※ご予約も可能、ご予約はご利用の2日前まで
販売期間 販売中～11月中旬（予定）

おはぎ
1コ 200円（税込216円）
素材の味わい生きるもち米を
みずみずしい粒餡で包みました。
販売期間 販売中～9/23（月・祝）

おはぎ
（❶こし・❷つぶ・
  ❸きな粉・❹ごま）
各1コ 200円（税込216円）
餡のうま味と種のバランスが絶妙なおはぎです。
販売期間 販売中～9/23（月・祝）

ひとくちおはぎ（つぶ・ごま・こし）
1パック（3種・6コ入） 417円（税込450円）
つぶ餡が新登場！
もちもちご飯を使った3種のおはぎです。
販売期間 販売中～9/23（月・祝）

鎌倉ニュージャーマン 
TEL.38-1617

浅草梅園
TEL.33-2422

浅草梅園
TEL.33-2422

フランス風創作菓子 レ・シュー
TEL.86-7222

ロクメイカン 
ＴＥＬ.21-7502

和菓子 菜の花 
TEL.86-7102

和菓子 菜の花 TEL.86-7102

鵠沼しみず
TEL.86-7710

パティガーデン
TEL.86-7220

ARDEUR
（アルデュール）
TEL.33-1250

メリーチョコレート　
TEL.38-1630

銀座コージーコーナー 
TEL.86-7170

ちがさき濱田屋
TEL.38-1880

梅の花 
TEL.53-9187

自然派そうざい 
楽しいおかず
TEL.86-7139

四季を味わう　たごさく
TEL.86-7112

鎌倉紅谷
TEL.５３-８１３５

ラ・メゾン 
アンソレイユターブル 
パティスリー
TEL.47-8287

横濱文明堂 
TEL.38-1230

菓匠 清閑院　
TEL.38-1883

菓匠 清閑院　
TEL.38-1883

フランセ TEL.38-1841
Swee t s
Selection

湘南スイーツ
セレクション
TEL.47-8086

崎陽軒
TEL.38-1210

崎陽軒
TEL.38-1210

京都・宇治式部郷
TEL.86-7125

鎌倉だより
1箱（3種12枚入） 1,000円（税込1,080円）
鎌倉の風情を表したお菓子便りです。
パキッとした軽い食感と「プレーン」「あずき」「抹茶」の
ふわっと香ばしく甘い香りが口いっぱいに広がります。
お日持ち期間：製造から約70日間

ガトー・ド・ボワイヤージュ
横浜馬車道ミルフィユ8コ入
1箱（4種各2コ入） 1,000円（税込1,080円）
5層のパイと4層のクリームが奏でるパイのサックリ感と、
とろけるクリームのハーモニーをお楽しみください。
お日持ち期間：製造から約90日間

千秋源氏歌あわせ
1箱（18袋入） 2,000円（税込2,160円）／1箱（14袋入） 1,500円（税込1,620円）
秋限定の3種を加え、1箱で15種類のお味を楽しめる季節限定商品です。秋らしいお色のパッ
ケージで季節の手土産にオススメです。
お日持ち期間：製造から約90日間
※数量限定の為、なくなり次第終了

横濱ビスキュイ
1箱（18枚入） 1,800円（税込1,944円）
サクサクに焼き上げたカラメルクッキーでカスタード風味のチョコレートをサンドしました。
「カスタードプリン」をイメージしたやさしい甘さで、どこか懐かしい味です。
お日持ち期間：販売から約120日間

雅車 1箱（8コ入） 1,600円（税込1,728円）
北海道産小豆を使用し、ほろほろとした口どけに仕上げた黄身羽二重時雨餡
で、栗餡と小豆餡を包みました。
※6コ入 1,296円（税込）もご用意しております。
お日持ち期間：製造から約45日間

人形焼詰合せ
1箱（10コ入） 1,200円（税込1,296円）
こし餡、抹茶餡がそれぞれ5コずつ入った詰め合わせです。
お日持ち期間：製造から約60日間

菓匠“TAKUMI”ギフト箱 12コ入
1箱（3種・12コ入） 1,600円（税込1,728円）
和三盆、きな粉、鬼くるみの3種の味で、ほろほろっとした食感のクッキーです。
お日持ち期間：販売から約20日間

恵みのしずく
1箱（16種・23コ入） 1,000円（税込1,080円）
果実生まれの1口タイプのペクチンゼリー。16種類
のお味、コラーゲン、食物繊維入りです。
お日持ち期間：製造から約180日間

マドレーヌミックス
1箱（4種・14コ入） 
1,000円（税込1,080円）
プレーン、いちご、抹茶、ショコラ。ふんわ
り、しっとり焼き上げたマドレーヌの詰め合
わせ。誰からも愛される優しい味わいです。
お日持ち期間：製造から約90日間

サヴール ド メリー
1箱（14枚入） 1,000円（税込1,080円）
バターを練りこんだ生地に、ナッツやチョコレートチップを加えて風味良く焼き
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。
お日持ち期間：製造から約120日間

スクエアギフト
1箱（3種・5コ入） 800円（税込864円）
プレーンフィナンシェ×3、バニラサブレ×1、
フロランタン×1入りのギフトボックスです。
お日持ち期間：販売から約20日間

鵠沼しみずもなか～招き猫～
1箱（6コ入） 1,000円（税込1,080円）
縁起物の“招き猫”をモチーフにした、
いつでもつくりたての香ばしさが味わえるおてづくりもなかです。
お日持ち期間：製造から約90日間

月のうさぎと小田原うさぎセット
1箱（10コ入）  2,176円（税込2,350円）
菜の花といえば栗まんじゅうの月のうさぎ。小田原を代表するお菓子です。それと
人気を分け合うのが、バターどらやきの小田原うさぎ。バターの塩味にあずきの甘
さが合わさったどらやき。菜の花の人気商品2種のセットです。
お日持ち期間：製造から、月のうさぎ約6日間・小田原うさぎ約4日間

NEW!

NEW!

NEW!
NEW!

NEW!

期間中

20箱
限定

平日

各日3折
限定

土日

各日5折
限定

期間中
つぶ・こし
各150コ
限定

期間中
きなこ・よもぎ
各100コ
限定

期間中
ごま・くり
各80コ
限定

秋の行楽弁当特集

❶

❶

❷

❷

❸

❸

❹

❹

❺

❻

湘南マルシェのおはぎのご紹介

湘南マルシェ 秋のお彼岸 手みやげ好適品 9月20日金
彼岸入り

9月26日木
彼岸明け

9月23日月・祝

秋分の日

※内容が一部変更になる場合もございます。

三崎産マグロ、
三浦産芽ひじき、
小田原産の蒲鉾、
梅干を使用

秋刀魚と季節野菜のどんぶり
～ピリ辛韓国風～
1折 650円（税込702円）
秋刀魚と、サツマイモ、ナス、レンコンなどの野菜を
ピリ辛ソースで和えた「食欲の秋」にぴったりのどんぶりです。
販売期間 販売中～9/23（月・祝）

各日

10折
限定

ここだけスイーツとは…
湘南エリアでは
テラスモール湘南店だけの販売です

湘南に
ちなんだギフト… 神奈川に

ちなんだギフト…


