
店長おすすめ月いち名物時間限定バーゲン 美味しい神奈川県産品

価格は店頭にて！
江ノ島産 
海の恵み海藻

※時化等の状況により
　入荷がない場合もあります。

桑山さん

26（金）
28（日）
～

26（金）
28（日）
～

おいしい「魚の山金」の鮮魚
TEL.38-1878

※電話番号の市外局番は全て0466です。※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。

第九十六回1F

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！

美味しい神奈川県産品 “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！

Daily Foods

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

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。

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。

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！店長おすすめ 

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

「月いち名物」は湘南マルシェ生鮮売場が通常は「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！

高橋店長

神奈川県を代表する
ブランド牛の葉山
牛。上質なとろける
脂がたまらないおす
すめの1品、この機
会にぜひ!!

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！

2月は 26
（金）
27
（土）
28

毎月第4○・○・○開催中！日土金

（日）

26（金）
28（日）
～

成城石井のおすすめ品！

790円（税込854円）
成城石井
ルビーチョコレート
180g

1,290円（税込1,419円）
イタリア ゾーニン ロゼ
750ml

450円（税込486円）
成城石井desica
ルビーチョコレートのポルボローネ
90g

2/26（金）～28（日） 2/26（金）～3/3（水） 2/26（金）～28（日）

2/26（金）～28（日） 2/26（金）～28（日） 2/26（金）限定

2/26（金）～28（日）

2/26（金）～28（日）

2/26（金）～28（日）

2/26（金）～28（日） 2/26（金）～28（日）

粒ぞろいのいくらを醤油で味付けした美味しいいくらです。
北海道産のいくらをお召し上がり下さい。

1パック（50g） 500円（税込540円）
北海道産 
味付いくら（醤油味）

各日

5kg
限定

当店人気商品!! 焼くだけ簡単でご飯にぴったり!!
300g 1,000円（税込1,080円）
国内産 
国産牛ガーリックステーキ

各日

8kg
限定

当社のブランド鶏の吟味鶏、もも肉は旨味とジューシーが
自慢の品!! ひなまつりの料理の1品にぜひから揚げを!!

100g 158円（税込171円）
岩手県産 
吟味鶏 もも唐揚げ用

各日

8kg
限定

100g

1,980円（税込2,139円）

神奈川県産 
葉山牛 
サーロインステーキ

期間中

8kg
限定

9種類の具材で旨味たっぷり、彩り鮮やか。酸っぱすぎず甘
すぎず、じゃこの風味豊かな、お手軽ちらし寿司の素です。

150g×2パック 690円（税込746円）
成城石井 ちらし寿司の素

限定
20kg

500円（税込540円）

兵庫県産他
加熱用 生かき（養殖）
1パック（250g）

限定
15kg

表示価格より3割引！

沖縄県産他
生本まぐろ 
刺身用（養殖）

限定
50枚

1,080円（税込1,167円）

宮崎県産 
うなぎ長焼き
1枚（約130g）

26
（金）

27
（土）

28
（日）

限定
8kg

198円（税込214円）

鹿児島県産 
黒豚 小間切
100g

限定
30kg

1,000円（税込1,080円）

国内産 
国産牛ステーキ切り落し
300g

限定
8kg

880円（税込951円）

国内産 たかぎ厳選和牛 
ステーキ切り落し
100g

限定
15袋

980円（税込1,059円）

静岡造り 
うなぎ蒲焼
1袋（70g）

限定
15パック

500円（税込540円）

数の子チーズ
1パック（110g）

限定
15カップ

798円（税込862円）

いくら醤油漬
1カップ（100g）

大切なお客様へご協力のお願い

感染防止対策へのご協力をおねがいいたします。

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への取り組みを行ってまいります。

湘南マルシェ 混雑時間帯の目安

お買物時間の分散にご協力お願いします

OPEN～

やや混雑 やや混雑混雑 混雑 非常に混雑比較的お買物しやすい時間

12：00～ 13：00～ 14：00～ 15：00～ 16：00～ 17：00～ 18：00～ 19：00～

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

〈テラスモール湘南の取り組み〉
・換気設備により、定期的に外気を取り入れ換気を実施しております。
・各入口にアルコールを設置しております。
・2Fインフォメーションにて、マスクのご案内を行っております。

※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。

ひなまつりは蛤のお吸物！蛤は昔から女性の幸せを象徴する
ものとされ、縁起物として扱われてきました。

100g 298円（税込322円）
千葉県産 
活蛤

期間中

50kg
限定 海藻には食物

繊維が豊富でミ
ネラル、ビタミン
もたっぷりです。

磯部店長

26
（金）

27
（土）

28
（日）

26
（金）

27
（土）

28
（日）

26
（金）

27
（土）

28
（日） 浜作が厳選した、

干物・鮭・明太子などご用意！
その他、日替り500円特価商品も多数ご用意しております。

日頃のご愛顧を感謝して期間限定！ 
浜作500円均一コーナー開催！

果皮の色は鮮やかな赤で大きく円錘形、他のいちごと比べ
ると甘味酸味のバランスがよく、甘くて強い香りが特徴です。

1パック 398円（税込430円）
栃木県産他　
とちおとめ

各日

40パック
限定

甘みが強く適度な酸味があり、香りよく果汁も豊富でしっかり
とした味わいが楽しめます。

1パック 398円（税込430円）
佐賀県産
はまさき

期間中

100パック
限定

1袋

300円（税込324円）

藤沢市長後産
桑山さん家の
中玉トマト 30袋

限定 甘みが強く適度な酸味
があり、香りよく果汁も
豊富でしっかりとした味
わいが楽しめます。

新川店長

限定
100コ

158円（税込171円）

静岡県産他 
レタス
1コ

限定
100コ

158円（税込171円）

愛知県産他 
ブロッコリー
1コ

限定
100パック

198円（税込214円）

熊本県産他 
トマト
1パック



※電話番号の市外局番は全て0466です。※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。

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 ※電話番号はお間違いのないようおかけください。

緊急事態宣言発令により営業時間が変更と
なっております。今後の社会情勢により営
業時間の変更が生じる可能性があります。
詳細はテラスモール湘南公式ホームページ
にてご確認ください。

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

菓匠 清閑院 TEL.38-1883
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ひなまつりケーキ
1台（1辺11cm・4名様用） 
3,000円（税込3,240円）
福岡県産のあまおうを使ったひなまつりケーキです。
販売期間 3/2（火）・3（水）

紅ほっぺいちごのプリンセス
ストロベリータルト
1ホール（直径16cm・4～5名様用） 3,400円（税込3,672円）
カスタードタルトにいちごクリームと甘酸っぱいフランボワーズ
を重ね、紅ほっぺいちごのおひなさまを可愛らしく飾りました。
販売期間 販売中～3/3（水）

ひなまつり弁当
1折 1,158円
（税込1,250円）
桃の節句のお祝いに
ぴったりな、華やかな
「ちらし寿司」と彩り豊
かなおかずを楽しむお
弁当です。
販売期間 3/1（月）～3（水）

海鮮ひなちらし
1折（3～4人前） 1,980円（税込2,139円）
ひな祭りをお祝いする魚屋さんの豪華なちらし寿司です。
販売期間 3/1（月）～3（水）

ひなまつり弁当
1折 1,556円（税込1,680円）
華やかなちらし寿司と、お祝いにふさわしい
特別感のあるおかずを揃えた1折です。
販売期間 3/1（月）～3（水）

ひなまつり弁当
1折 1,290円
（税込1,394円）
女の子の健やかな成長を
祈って、華やかな弁当で
桃の節句のお祝いに。
販売期間 3/2（火）・3（水）

ひなちらし
1折（1人前） 676円（税込730円）
小鯛の酢漬け、海老、菜の花、
いくらなどの食材が彩るお祝いちらし寿司です。
販売期間 3/1（月）～3（水）

桃がさね
1箱（4コ入） 750円（税込810円）
蜜漬けした桃の果肉をちりばめ、しっとり
蒸し上げました。桃の風味香る三層仕
立ての蒸菓子です。
販売期間 販売中～4月中旬（予定）

桜もち
1コ 121円（税込130円）
塩漬けしたさくらの葉がアクセントになり、
団子の甘さを引き立てます。
※各日なくなり次第終了
販売期間 販売中～4月末頃（予定）

桜餅
1コ 200円（税込216円）
なめらかなこし餡を職人が一枚一枚焼き
あげた生地で包み、桜葉で巻きました。
※各日なくなり次第終了
販売期間 販売中～4月上旬（予定）

姫ちらし
1折（1人前） 700円（税込756円）
海老、いくらなどがのった華やかなちらし寿司です。
ご家族皆様でどうぞ。
販売期間 3/1（月）～3（水）

ひなまつり
ちらし寿司
1折（1人前） 1,000円
（税込1,080円）
菜の花や筍などの旬食材
と、かに身や鰻、いくらを彩
よく盛り込んだちらし寿司
です。
販売期間 3/2（火）・3（水）

楽しいおかずの
十二単ちらし丼
1折 850円（税込918円）
鮭、いくら、鎌倉産しらす、エビなど
十二種の具を盛り付けた華やかなどんぶりです。
販売期間 3/3（水）のみ

ひなショート
1コ 520円（税込561円）
人気のショートケーキを、ひなまつり限定の仕上げでご用意
しました。
※各日なくなり次第終了

販売期間 2/27（土）～3/3（水）

桃の節句 5号
1台（直径15cm・4～6名様用） 
3,600円（税込3,888円）
ふわふわスポンジに、
スライス苺と生クリームをサンドしました。
販売期間 販売中～なくなり次第終了

ひな角ショート
1台（1辺10.5cm・2～4名様用） 
2,800円（税込3,024円）
ふわふわスポンジに、
スライス苺と生クリームをサンドしました。
販売期間 販売中～なくなり次第終了

ひなショート4号
1台（直径12cm・2～4名様用） 
2,700円（税込2,916円）
ひな飾りを施したデコレーションケーキ。桃の節句にちなん
で、黄桃入りクリームをサンドしました。上面には、2色のク
リームを絞り、華やかをプラス。
販売期間 2/27（土）～3/3（水）

苺のひなまつりショートケーキ 大
1台（1辺12cm・3～4名様用） 
2,900円（税込3,132円）
苺のシロップ入りのスポンジで苺とシャンティクリームを
サンドした、ひなまつり限定の華やかなケーキです。
販売期間 3/2（火）・3（水）

苺のひなまつりショートケーキ 小
1台（1辺10cm・2～3名様用） 
1,850円（税込1,998円）
2021年は少し小さいサイズをご用意いたしました。
ひなまつり限定の華やかなケーキです。
販売期間 3/2（火）・3（水）

ひなまつり桃色のシャンティケーキ
1コ 590円（税込637円）
天使のシャンティクリームとスポンジを重ね、中に苺フランボワーズ
ソースをサンドし、苺のシャンティクリームで仕上げました。
※各日なくなり次第終了となります。
販売期間 2/27（土）～3/3（水）

ミッキー＆ミニー ひなだんかざり
1箱（スモールサイズ5コ入） 1,926円（税込2,080円）
ミッキーとミニーがかわいいひなだんかざりになりました！
お好きなアイスにトッピングしてひなまつりをお祝いしましょう！
販売期間 販売中～3/3（水）

期間中

30台
限定

期間中

50台
限定

期間中

50台
限定

期間中

14台
限定

期間中

32台
限定

期間中

50折
限定

3/2（火）

10折
限定

3/3（水）

30折
限定

3/2（火）

7折
限定

3/3（水）

21折
限定

NEW!RENEWAL! NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

パティガーデン
TEL.86-72201

6

フランス風創作菓子 
レ・シュー
TEL.86-7222

4
フランス風創作菓子 
レ・シュー
TEL.86-7222

2

フランス風創作菓子 
レ・シュー
TEL.86-7222

7

5

10
ラ・メゾン 
アンソレイユターブル 
パティスリー
TEL.47-8287

銀座コージーコーナー TEL.86-7170

9 フロ プレステージュ
TEL.38-18458 フロ プレステージュ

TEL.38-1845

3 フロ プレステージュ
TEL.38-1845

京樽
TEL.38-1655

自然派そうざい 
楽しいおかず
TEL.86-7139

久世福商店
TEL.86-7039

崎陽軒
TEL.38-1210

梅の花 TEL.53-9187

梅の花 
TEL.53-9187

ちがさき濱田屋
TEL.38-1880

ちがさき濱田屋
TEL.38-1880

鎌倉産の
しらすを使用

ご近所
マルシェ

ご近所
マルシェ

横浜くりこ庵
ＴＥＬ.52-5838

サーティワン アイスクリーム
TEL.38-1835

磨いた米で
造った甘酒
1本（900ml） 
1,150円
（税込1,242円）
砂糖・保存料無添加。
造り酒屋の本格的ノン
アルコールの甘酒で
す。国産酒米を70％ま
で精米、上質な甘さの
本格的な甘酒です。

源氏ひなあられ
1コ（3袋入） 460円（税込497円）
醤油味、塩味のふっくら柔らかく焼き上
げたあられに、チョコあられや桜ピーナッ
ツも合わせ、式部郷オリジナルのひなあ
られに仕上げました。
※季節限定商品の為、なくなり次第終了

ひなまつり  好適品

魚の山金
TEL.38-1878

ひなまつりとは三月三日の上巳（じょうし）の節供に、
女の子のいる家で、雛人形などを飾り、

白酒・菱餠・桃の花などを供えてまつる行事。
女の子の幸福を祈るために行なわれる節句祭りです。

桜もち 1コ 180円（税込194円）
淡い桜色の道明寺餅で、あっさりと口あたり
の良いこし餡を包み、桜葉を巻きました。
※各日なくなり次第終了
販売期間 販売中～4月上旬（予定）


