
湘南マルシェの
“美味しい贈りもの”をご紹介

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

生鮮・グロッサリー日替りご奉仕品 2021年 9/17（金）▶20（月・祝）販売期間

フランス風創作菓子 レ・シュー 
TEL.86-7222

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鎌倉紅谷

TEL.５３-８１３５

9/17（金）

表示価格より3割引
北海道産他
生筋子（醬油漬用）

限定
12kg

9/17（金）

100g当 108円（税込）
山梨県産他
種無しピオーネ

限定
50kg

9/17（金）

100g 951円（税込）
国内産 たかぎ厳選和牛 
肩すき焼き用

限定
10kg

9/17（金）

3切 646円（税込）
銀さけ 西京漬 限定

60切

9/17（金）～20（月・祝）

5切 638円（税込）
成城石井 
五三焼カステラ

9/18（土）

1パック（4切） 780円（税込）
北海道産他
生秋鮭切身

限定
20kg

9/18（土）

1袋 198円（税込）
群馬県産他
なす

限定
100袋

9/18（土）

100g 951円（税込）
国内産 たかぎ厳選和牛 
モモステーキ切り落し

限定
10kg

9/18（土）

1袋（80g） 489円（税込）
焼ほたて 貝ひも 限定

20袋

9/17（金）～20（月・祝）

450g 1,718円（税込）
成城石井 
国産丹波黒しぼり豆

9/19（日）

100g当 198円（税込）
北海道産他
生真たら切身

限定
20kg

9/19（日）

100g当 78円（税込）
茨城県産
れんこん

限定
20kg

9/19（日）

100g 1,707円（税込）
国内産 たかぎ厳選和牛 
サーロインステーキ

限定
5kg

9/19（日）

1枚 799円（税込）
縞ほっけ開き 限定

10枚

9/17（金）～20（月・祝）

100Ｐ 746円（税込）
成城石井 
セイロンディンブラ
100ティーバッグ

9/20（月・祝）

1パック（350g） 540円（税込）
広島県産他
加熱用かき（養殖・解凍）

限定
2kg

9/20（月・祝）

1パック398円（税込）
千葉県産他
豊水梨

限定
50パック

9/20（月・祝）

100g 214円（税込）
神奈川県産 やまゆりポーク 
バラうすぎり

限定
10kg

9/20（月・祝）

1パック（3個入） 650円（税込）
かに甲羅グラタン 限定

15パック

9/17（金）～20（月・祝）

720ml 1,705円（税込）
出羽桜 特別純米 よいと

ラ・メゾン 
アンソレイユターブル 
パティスリー
TEL.47-8287

予約期間 受け渡し日の2日前まで 販売期間 販売中～9/20（月・祝）

長い木ロール
1本（長さ24cm） 2,160円（税込）
抹茶のビスキュイに抹茶のバタークリームと大納言と栗の渋皮煮を
巻いたロールケーキです。

販売期間 9/18（土）～20（月・祝）

不老長寿饅頭
1箱（2個入） 432円（税込）
敬老の日にちなんだ紅白のお饅頭です。
※各日なくなり次第終了

鵠沼しみず
もなか 福
1箱（7個入） 1,620円（税込）
いつでも作りたての香ばしさを
楽しんで頂ける縁起物を形取った
おてづくりもなかです。

販売期間 販売中～9/20（月・祝）

和栗と黄栗の加賀棒ほうじ茶クリームの
モンブランタルト
1ホール（直径：約16cm） 3,860円（税込）
加賀棒ほうじ茶クリームの香ばしい甘さと
風味豊かな和栗クリームが相性の良いタルト。
上品な甘さの熊本県産和栗と黄栗を飾りました。
予約期間 受け渡し日の3日前まで

お祝いのお弁当

秋のおいしい連休特別号

鵠沼しみず
TEL.86-7710

ちがさき濱田屋 
TEL.38-1880

梅の花 
TEL.53-9187

梅の花 
TEL.53-9187

横濱文明堂 
TEL.38-1230

治一郎　
TEL.38-1686

メリーチョコレート　
TEL.38-1630

崎陽軒 
TEL.38-1210

パティガーデン
TEL.86-7220

ルピシア TEL.38-1817

オリジナルギフト（極上金かすてら入り）
1箱（8個入） 1,890円（税込）
通常より卵黄を約2倍使用し和三盆糖を用いた極上金かすてらと、
ふっくら焼き上げたかすてら巻と三笠山が少しずつ入った詰合せです。
敬老の日専用の掛け紙もご用意しております。
予約期間 受け渡し日の前日まで

詰合せ03
1箱（16個入） 2,160円（税込）
鎌倉紅谷の代表的な焼き菓子を
詰め合わせました。
※数量限定のため各日なくなり次第終了

秋乃香つづり
1箱（23袋入） 2,700円（税込）
人気の定番商品に秋限定の「月まどかメイプル蜜がけ」と、
限定菓子2種類を詰合せた数量限定商品です。
※数量限定のためなくなり次第終了
販売期間 販売中～なくなり次第終了 販売期間 販売中～9/20（月・祝）

洛菓撰 中
1箱（10個入） 2,500円（税込）
白桃ジャムをきんとん餡にとじ込めた「りんどうの花」など、贈り物に
最適な和菓子詰合せです。

治一郎の
バウムクーヘン 4cm
1箱（1個入） 1,296円（税込）
人気のバウムクーヘンを
敬老の日のお祝いにいかがでしょうか？ 販売期間 販売中～9/23（木・祝）

スクエアギフト
1箱（3個入） 594円（税込）
プレーン・抹茶・紅茶のフィナンシェを詰合せたギフトです。

予約期間 受け渡し日の1日前まで

安納芋のケーキ
1箱（5個入） 972円（税込）
安納芋ペーストが練り込まれた生地に、糖蜜づけの安納芋がごろっと
入ったカットケーキです。
販売期間 販売中～なくなり次第終了

緑茶2缶セット（加賀金箔茶・宇治 やぶきた）
1セット（50g缶入×2種）｠2,660円（税込）
金箔をブレンドした色あざやかな緑茶と、上質な味わいの宇治茶です。

祝 敬老の日　秋の贅沢弁当
1折 1,350円（税込）
健康と長寿の願いを込めた「有頭海老の甘酢漬け」や「にしん昆布
巻き」などが入った、敬老の日のお祝いにぴったりなお弁当です。
※各日10時30分からの販売となります。 ※規定数になり次第終了

販売期間 9/19（日）・20（月・祝）
予約期間 受け渡し日の前日の12時まで

敬老・寿弁当
1折 1,680円（税込）
お祝いちらし寿司、牛肉のしぐれ煮、銀ダラの西京焼きなどが入って
います。

販売期間 9/18（土）～20（月・祝）
予約期間 受け渡し日の2日前正午まで

季節弁当 ことぶき（赤飯）
1折 1,620円（税込）
日頃の感謝の気持を込めて、大切な人に食べて頂きたい、
赤飯が入ったお祝い弁当です。

販売期間 9/18（土）～20（月・祝）
予約期間 受け渡し日の3日前まで

季節弁当 ことぶき（ちらし寿司）
1折 1,620円（税込）
日頃の感謝の気持を込めて、大切な人に食べて頂きたい、
ちらし寿司が嬉しい弁当です。

販売期間 9/18（土）～20（月・祝）
予約期間 受け渡し日の3日前まで

テラスモール湘南1階

ご近所
マルシェ

9月20日●は敬老の日月・祝

NEW!

NEW!

期間中

50折
限定

期間中

50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。

※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。



※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。

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

2021.9.17

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下さい。
公式ホームページはこちら▶

フランス風創作菓子 
レ・シュー
TEL.86-7222

銀座コージーコーナー 
TEL.86-7170

京都・宇治式部郷
TEL.86-7125

浅草梅園
TEL.33-2422

浅草梅園
TEL.33-2422

菓匠 清閑院　
TEL.38-1883

菓匠 清閑院　
TEL.38-1883

大切なお客様へご協力のお願い
感染拡大に伴い、いま一度感染防止対策へのご協力・ご理解のほどよろしくお願いします。

ご来店時に
消毒を

マスク着用での
ご来店

ソーシャル
ディスタンス

最低限の人数で
ご来店

鎌倉紅谷
TEL.５３-８１３５

ロクメイカン
ＴＥＬ.21-7502

和菓子 菜の花 
TEL.86-7102

鎌倉小川軒 
TEL.54-8755 

Swee t s
Selection

湘南スイーツ
セレクション
TEL.47-8086

Swee t s
Selection

湘南スイーツ
セレクション
TEL.47-8086

フランセ 
ＴＥＬ.38-1841

横濱文明堂 
TEL.38-1230

秋の夜長をおうちで満喫♪おすすめスイーツ

フルセック（S）
1箱（3種・10個入） 2,000円（税込）
人気の焼き菓子3種10個（ガレット×2枚、クーヘンラスク×4枚、サクサクパイ×4枚）が入った
詰合せです。

鎌倉だより12枚入
1箱（12枚入） 1,080円（税込）
プレーン・あずき・抹茶の3種類。鎌倉の風情を感じる、
香り豊かで軽やかな食感をお楽しみください。

鎌倉まめや
豆づくしM15
1箱（6袋入） 1,620円（税込）
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。
※単品でのご用意もございます。

販売期間 販売中～なくなり次第終了

千秋源氏歌あわせ
1箱（14袋入） 1,620円（税込）
秋限定の3種（たがね醤油せんべい・かぼちゃ玉子せんべい・メイプル蜜がけせんべい）を加え、
1箱で15種類のお味が楽しめる季節限定商品です。
※数量限定のためなくなり次第終了

雅月・茶悠詰合せ16枚入
1箱（2種・16枚入） 2,160円（税込）
金胡麻せんべい「雅月」、抹茶せんべい「茶悠」の2種が入った詰合せです。

かすてら巻・饅頭詰合せ
1箱（2種・10個入） 1,296円（税込）
カステラのまわりにソフトなどら焼き生地を巻いたかすてら巻、素朴な中に繊細な味わいのある栗と
くるみのお饅頭セットです。
内容：かすてら巻プレーン×6、饅頭（くり、くるみ）×各2

果実をたのしむミルフィユ　果実をたのしむ詰合せ
1箱（16個入） 2,160円（税込）
果実や木の実、4種類のミルフィユを詰合せしました。

販売期間 9/21（火）限定

月見団子
1箱（15個入） 648円（税込）
十五夜限定のやさしい食感と
ほのかな甘さの“月見団子”（こし餡付）です。

秋夜のうさぎ 5個入
1箱（5個入） 1,080円（税込）
しっとりとした生地でなめらかなみるく餡をつつんだおまんじゅうです。
販売期間 販売中～9/21（火）

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個 200円（税込）
おはぎ ❻くり
1個 280円（税込）
あんこは北海道十勝産の減農薬で栽培された小豆を使用。
もち米は山形県産のレインボープランを使用、つぶ、こし、よもぎ、
きなこ、ごま、栗の6種の味でご用意しています。

販売期間 9/20（月・祝）～26（日）

おはぎ
❶こし ❷つぶ、
❸きな粉 ❹ごま
各1個 216円（税込）
食感とバランスの良い餡が自慢。
4種類のお味をご用意しております。
※各日なくなり次第終了

販売期間 販売中～9/30（木）

おはぎ（つぶ、こし）
各1個 120円（税込）
甘さ控えめのあんこの中に国産のもち米を使用し、
もちもち食感がお楽しみいただけます。
※各日なくなり次第終了

販売期間 販売中～9月下旬※予定

うさぎのプチガトー
1個 500円（税込）
バニラムースの中にイチゴのジュレが入っています。

販売期間 販売中～9/22（水）

よりどり3個 2,000円（税込）
「毎日の日本茶」シリーズ（1個900円）（税
込）［リーフティー、ティーバッグ］14アイテ
ムの中から自由にお選びいただけます。

販売期間 販売中～2月上旬※予定

日影茶屋
栗名月 5個入 1箱（5個入） 1,458円（税込）
麦焦がしの香ばしい香りと白餡が
栗の香りを引き立てる上品な風味の栗菓子です。
※単品270円（税込）もご用意しております。

リーフパイ（プレーン）
1箱（13枚入） 1,080円（税込）
バターの風味広がるパイ生地を、風に舞う木の葉の姿に焼き上げました。

銀座スイーツ（12個入）
1箱（12個入） 1,080円（税込）
1箱で色々な焼き菓子を味わえる楽しいアソートギフト。
素材の風味と食感が織りなす美味しさが魅力です。

ルピシア TEL.38-1817

ご近所
マルシェ

9月21日（火）は中秋の名月 お彼岸のおはぎ取扱店

横浜くりこ庵
ＴＥＬ.52-5838

100箱
限定

❶

❷

❸

❹

❶

❷

❸❹

❺

❻

期間中
つぶ・こし
各150個
限定

期間中
よもぎ・きな粉・ごま
各80個
限定

期間中
くり
60個
限定

秋の
日本茶まつり

販売期間 販売中～10月中旬※予定

館内の混雑状況により入場制限を行う場合がございます。

日頃より感染防止へのご
協力ありがとうございま
す。テラスモール湘南では
今後も、お客様・ご家族様・
大切な方をお守りするため
に、新型コロナウイルス感
染防止の安全安心への取
り組みを行っていきます。

～大切なお客様を守りたい～


