
湘南フェスタ限定メニュー

※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。

2022 6.24fri ▶ 7.18mon

3F 潮風キッチン 
石焼ビビンパの店 李家 むっとり
TEL.38-3137

4F GARLIC JO'S
TEL.53-8315 3F 潮風キッチン 

KUGENUMA SHIMIZU 
TEL.86-7337

3F 潮風キッチン 
梅蘭
TEL.86-7366

3F 潮風キッチン 
GARA 中海岸
TEL.53-7888

3F 潮風キッチン 
プレンティーズ クレープ
TEL.86-7331

3F くらしテラス 
SØHOLM CAFE（ACTUS）
TEL.38-2151

3F 潮風キッチン 
しらす問屋 とびっちょ
TEL.38-3188

4F 越後 叶家
TEL.30-5077

3F 潮風キッチン 
ローストビーフの店 鎌倉山
TEL.90-5607

3F 潮風キッチン 
湘南 野の実
TEL.86-7310

1F・2F 湘南ヴィレッジ
Ron Herman cafe
TEL.38-1854

トムヤムクン冷麺
1人前 858円（税込）
エスニックな風味が食欲をそそる李家むっとり夏限定メニューです。
ぜひご賞味ください。チヂミセット1,133円（税込）・キンパセット1,133
円（税込）もご用意しております。
販売期間 販売中～7/18（月・祝）

五目冷麺 1人前 1,150円（税込）
神奈川県地産きゅうり、トマトを使った、
醤油味のあっさりとした五目冷麺です。
販売期間 販売中～9/30（金）

湘南“塩”みるく+湘南大漁焼パフェ 
～瀬戸内レモンクリーム～
1人前 650円（税込）
当店人気No.1の湘南“塩”みるくをトッピングした湘南大漁焼パフェに
湘南フェスタ限定で瀬戸内レモンクリームが登場！

販売期間 販売中～7/18（月・祝）

SHONAN オルトラーナ ピッツァ
1枚 2,280円（税込）
地元湘南産の季節野菜を
たっぷり使った菜園風ピッツァです。

スパゲッティ・カルボナーラ
1人前 1,680円（税込）
神奈川県伊勢原産の寿雀卵を使用した
濃厚な味わいのカルボナーラです。

うに・肉丼 1人前 1,650円（税込）
口溶けで感じる黒毛和牛とうにの
濃厚なハーモニーが感じられる一品です。
※各日30食限定

焦がし香味GYU塩らぁ麺
1人前 930円（税込）
牛の旨味を凝縮した人気のGYU塩らぁ麺です。
販売期間 販売中～7/18（月・祝）

チキンフォー
1人前 1,400円（税込）
鶏だしを使用した優しい味わいが広がるチキンフォーです。
販売期間 販売中～7/18（月・祝）

レモンポピーシード 1個 495円（税込）
レモンをふんだんに使用した爽やかなパウンドケーキ。
ポピーシードのプチプチ食感がアクセント。
販売期間 販売中～9/30（金）

SHONAN ニース風サラダ
フルサイズ 1,580円（税込）
自家製の三崎鮪のオイル漬けや寿雀卵を使用
したボリュームのあるサラダです。ハーフサイズ｠
980円（税込）もご用意しております。

天ぷら刺身御膳
1人前 1,480円（税込）
カラッと揚がった天ぷらと新鮮な刺身が味わえる！

湘南しらす三昧御膳 1人前 1,920円（税込）
湘南しらすは神奈川の名産品です。
「釜揚げしらす」のほんのり塩味と磯の香りを
お楽しみいただけるメニューです。
※各日10食限定

【産地限定】グリル・ミスト SHONAN
1プレート 5,980円（税込）
葉山石井牛、湘南チキン、相模豚と相模豚の
自家製サルシッチャのグリルをボリュームのある
盛り合わせに！

ブルーベリー
ヨーグルトムース 
クレープ
1個 700円（税込）
ブルーベリーとヨーグルトムースに
湘南産のはちみつをかけた、
さっぱり甘酸っぱいクレープです。
販売期間 販売中～7/18（月・祝）

テラスモール湘南店限定メニュー

湘南・神奈川県産食材使用のメニュー

1F 湘南ヴィレッジ
イータリー
TEL.52-4140 

1F 湘南ヴィレッジ
イータリー
TEL.52-4140 

1F 湘南ヴィレッジ
イータリー
TEL.52-4140 

1F 湘南ヴィレッジ
イータリー
TEL.52-4140 

神奈川県産レモンのレモンチキンカリー
1人前 1,180円（税込）
爽やかなレモンの香りとチキンの旨味がギュッと
つまった食欲をそそるチキンカリーです。
販売期間 販売中～7/18（月・祝）
※各日10食限定

4F マルゲリータ　キッチン
TEL.52-6627

ブラータチーズとバジリコのトマトソース
1人前 1,680円（税込）
当店特製のトマトソースととろけるブラータチーズを
たっぷりからめてどうぞ。
販売期間 販売中～7/18（月・祝）
※各日10食限定

湘南フェスタ限定メニュー

湘南しらすと青ネギたっぷりの
和風ガーリックパスタ
1人前 1,200円（税込）
和風の味にニンニクを効かせ、香りの良い青ネギを
たっぷり入れた夏にぴったりのパスタです。

※各日15食限定
販売期間 販売中～7/18（月・祝）

湘南フェスタ限定メニュー

湘南フェスタ限定メニュー 湘南フェスタ限定メニュー

湘南フェスタ限定メニュー

テラスモール湘南店限定
テラスモール湘南店限定

テラスモール湘南店限定

テラスモール湘南店限定
テラスモール湘南店限定 テラスモール湘南店限定 テラスモール湘南店限定

テラスモール湘南店限定

湘南産の
しらすを使用

湘南産の
しらすを使用

湘南産の
はちみつを使用

神奈川県産の
レモンを使用

湘南産の
生しらす・三崎まぐろ

を使用

湘南産の
野菜を使用

神奈川県産の
お肉を使用

伊勢原産の
寿雀卵を使用

三崎港で
水揚げされた
鮪を使用

神奈川県産の
野菜を使用

江の島産の
塩を使用

神奈川県産の
きゅうり、トマトを使用※漁獲の状況により、ご提供できない場合もございます。

湘南だから味わえるここだけのラインナップ
いまだけの特別なメニューで湘南の夏を楽しもう



※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。

2022.6.24

※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下さい。
公式ホームページはこちら▶

湘南フェスタ限定 スイーツ＆デリカ

ラ・メゾン アンソレイユターブル 
パティスリー
TEL.47-8287

ラ・メゾン 
アンソレイユターブル 
パティスリー
TEL.47-8287

和菓子 菜の花
TEL.86-7102

和菓子 菜の花
TEL.86-7102

Swee t s
Selection

湘南スイーツ
セレクション
TEL.47-8086

鎌倉ニュージャーマン
TEL.38-1617

自然派そうざい 
楽しいおかず
TEL.86-7139

ちがさき濱田屋 
TEL.38-1880

湘南ゆたなり 
TEL.050-3554-8916

中華旬彩料理 東方紅
TEL.53-9668 

中華旬彩料理 東方紅
TEL.53-9668 

鎌倉 井上蒲鉾店
TEL.090-3914-5900 

梅しらすわっぱ
1折 1,200円（税込）
湘南産のしらすをたっぷり使用したしらす丼です。
梅風味の酢飯としらすの調和をご堪能ください。
※急遽産地が変更になる場合がございます。
販売期間 販売中～8月末※予定

手毬花（プレーン・ショコラ・湘南ゴールド各4個入）
1箱（12個入） 2,052円（税込）
しっとり濃密、個性豊かな3種の味わい。
季節限定品「湘南ゴールド」も詰めました。
販売期間 販売中～8/31（水）※予定

湘南かすてら 3切
1箱（3切入） 600円（税込）
神奈川ブランドの希少柑橘“湘南ゴールド”の
100％果汁をふんだんに使用した爽やかで
ジューシーなかすてらです。

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）
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。

ガトー・ド・ボワイヤージュ　ジュレ・ビジュ 6個入
1箱（6個入） 1,728円（税込）
湘南で丁寧に育てられた4種の果実の
みずみずしいゼリー詰合せです。
販売期間 販売中～8/31（水）

みかんごっくん（湘南ゴールド、青島みかん、ゆず）
各1個 360円（税込）
素材の美味しさをそのままゼリーにしました。
冷やすのも良いですが、少し冷凍して
シャーベット状にするのもオススメです。

しらすの
大判揚
1セット（2枚入） 760円（税込）
地場産のしらすと春ワカメを入れたさつま揚げです。
販売期間 販売中～なくなり次第終了
※期間中20セット限定

湘南産の
しらすを使用

藤沢鵠沼産
しらすを使用

三浦産の
キャベツを使用

湯河原産の
湘南ゴールドを使用

神奈川県産の
湘南ゴールドを使用

湘南ゴールド ソフトバウムクーヘン ホール
1箱（1個入） 1,280円（税込）
しっとり絹のような舌触りと優しい甘みのソフト
バウムクーヘン。地元素材“湘南ゴールド”の
柑橘の味わいがほんのり。

神奈川県産の
湘南ゴールドを使用

神奈川県産の
湘南ゴールドを使用

神奈川県産の
湘南ゴールドを使用

小田原産の
湘南ゴールド・みかん・ブルーベリー、
平塚産のオーシャンベリーを使用

〈ガトー・ジュレ〉オーシャンフルーツ
1ホール（直径15cm） 3,000円（税込）
なめらかなフロマージュムースに、いちご、オレンジ、ピンクグレープ
フルーツ、キウイ、パインの5種類のフルーツを湘南の海をイメージ
した爽やかなブルーキュラソーのジュレにとじ込めました。
販売期間 販売中～7/18（月・祝）

湘南フェスタ限定メニュー

キャベツと豚肉の
中華味噌炒め
100g 300円（税込）
シャキシャキキャベツと豚肉の
豆板醤のピリ辛炒め。ご飯がすすむ一品料理です。
販売期間 販売中～7/18（月・祝）

湘南フェスタ限定メニュー
湘南フェスタ限定メニュー

もなかパフェ～夏～ 
“湘南ゴールドソース”
1個 715円（税込）
ミルクを贅沢に使用した当店オリジナルのソフトクリー
ムに、湘南フェスタ限定の自家製湘南ゴールドソース
を添えた夏を感じるパフェです。
販売期間 販売中～7/18（月・祝）

湘南フェスタ限定メニュー

レモン風味の
蒸し鶏サラダ
100g 300円（税込）
鶏もも肉なのにしっとり、
レモンの風味で爽やかに、
夏にピッタリです。

販売期間 販売中～7/18（月・祝）

湘南・神奈川県産食材使用のスイーツ＆デリカ

湘南マルシェ 生鮮・グロッサリー店舗の美味しい神奈川県産品

ベーコンと季節野菜の
ケークサレ
1個 216円（税込）
ケークサレは、食事やお酒にぴったりな
甘くないフランスの「おかずケーキ」。
ベーコンと地場野菜の味が堪能できる
シンプルな味付けです。

販売期間 販売中～7/18（月・祝）

湘南フェスタ限定メニュー

※各日12個限定

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

1枚 

518円（税込）

神奈川県産 
ムロアジ開き

販売期間 販売中～6/30（木）

1袋 

486円（税込）

神奈川県三浦産
三浦半島の
わかめ

販売期間 販売中～6/30（木）

720ml 

1,386円（税込）

熊澤酒造
純米吟醸 湘南

720ml 

2,200円（税込）

熊澤酒造
純米吟醸熊澤

熊澤酒造 湘南ビール
❶シュバルツ
❷アルト／❸ピルスナー

各1本（300ml） 

550円（税込） ❶ ❷ ❸

1袋（105g入） 

648円（税込）

小田原の
しそふりかけ

販売期間 販売中～6/30（木）

100g 2,139円（税込）

神奈川県産 
葉山牛
サーロインステーキ

販売期間 販売中～6/30（木）

100g 

951円（税込）

神奈川県産
ちがさき牛
焼肉切り落とし

販売期間 販売中～6/26（日）

100g 

171円（税込）

神奈川県産
やまゆりポーク
小間切れ

販売期間 販売中～6/30（木）

1本 

108円（税込）

藤沢市大庭産
山下さん家の
ズッキーニ

販売期間 6/24（金）～26（日）

100g当り 519円（税込）

神奈川県産
江ノ島直送生しらす

販売期間 販売中～6/30（木）

1パック（100g入） 

411円（税込）

神奈川県産
釜揚げしらす（解凍）

販売期間 販売中～6/30（木）

価格は店頭にて！

横浜 中央市場より
石橋の手造り練り物 
各種

※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。

※販売日により内容が
　変更する場合がございます。

1袋（2本入） 

171円（税込）

藤沢市西俣野産
佐藤さん家の人参

販売期間 6/24（金）のみ

20袋
限定

各日
6kg限定

各日
2kg限定

各日
20本限定

1袋 

324円（税込）

藤沢市長後産
桑山さん家の
トマト

販売期間 6/24（金）～26（日）

各日
30袋限定

期間中
5kg限定

期間中
15kg限定

期間中
30袋限定

期間中
50枚限定

期間中
30袋限定

期間中
50kg限定

ご来館のお客様へ

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

鵠沼しみず
TEL.86-7710

4Fレストラン

6/10（金）OPEN

※入荷の無い場合もございます。


