
❶台湾カステラ ～レ・シュー風～
　1個 460円（税込）
❷台湾カステラ ～5号～
　1台（5号） 1,000円（税込）
ふわっと、しゅわっと、
新食感の台湾カステラをレ・シュー風にアレンジ♪
2種のカステラをお楽しみください。
※食材の卵がなくなり次第終了

販売期間 販売中～7/11（日）

販売期間 販売中～7/11（日）

カニ肉と卵の炒め
1人前（セット） 1,080円（税込）
こだわりの中農鶏卵を使用した自慢の一品です。
単品880円（税込）もご用意しております。
※食材の卵がなくなり次第終了

販売期間 販売中～6/30（水）

中農鶏卵の玉子焼と牛めし弁当
1折 1,000円（税込）
中央農業高校の鶏卵を贅沢に約2.5個使った玉子焼と、牛めしの夢のコラボをお楽しみ下さい。
※食材の卵がなくなり次第終了

販売期間 販売中～7/11（日）

卵とじ湯葉丼
1折 648円（税込）
たっぷりの湯葉を美味しい卵でとじた、風味豊かなどんぶりです。
※食材の卵がなくなり次第終了

販売期間 販売中～6/27（日）

チーズたっぷりクリーミーキッシュロレーヌ
1個 238円（税込）
ベーコンと玉ねぎで仕上げたクラシカルな一品。
卵の美味しさも引き立ちます。
※食材の卵がなくなり次第終了

谷戸めぐり
1箱（25個入） 3,240円（税込）
鎌倉紅谷一番人気の「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。
※各日数量限定のためなくなり次第終了となります。

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） 1,620円（税込）
神奈川県小田原市にある「あきさわ園～
Natural Farm AKISAWA～」で採れた農園
直送の新鮮な果物を使用したゼリーです。

湘南もなか
1箱（6個入） 1,080円（税込）
湘南の海をイメージした形のおてづくりもなか。
包装紙にSHONANロゴ入りの湘南手土産と
して人気No.1商品です。

鵠沼しみず
TEL.86-7710Swee t s

Selection

湘南スイーツ
セレクション
TEL.47-8086

※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

2021.6.25

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。

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

¦ 湘南マルシェの夏ギフトのご紹介¦
湘南・神奈川県ちなみのギフト商品

当店では全国各地はもちろ
ん、地元神奈川県の近海８漁
港から仕入れた、新鮮な鮮魚
をご用意しております。江ノ島
から直送される朝獲れ鮮魚は
当店の自慢です。美味しい鮮
魚をお召し上がりください。

当店では地元神奈川を代表
するブランド食肉を多数取り
揃えております。湘南プレミア
ムブランドの葉山牛やちがさき
牛、かながわブランドのやまゆ
りポークなど、地元の美味しい
を皆様にご紹介します。

当店では毎日新鮮で旬な美
味しい神奈川県産の野菜を
市場より仕入れております。ま
た地元藤沢の美味しい野菜も
毎日ご提供しています。是非、
地元の野菜をご賞味ください。

湘南をイメージした爽やかな
香りと切れのよい味わい、爽
やかでありながらふくよかな
柔らかい味わいです。

720ml 

1,386円（税込）

純米吟醸 
湘南

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）
明治5年創業、湘南で唯一の蔵元として知られる熊澤酒造
が1996年に発表、人気地ビールとして揺るぎない地位を築
いている逸品です。ドイツの伝統的な製法を守り、水は丹沢
山系の伏流水のみを使用。無ろ過、非加熱処理を徹底し、
ピュアでフレッシュなビールを生み出しました。爽やかな味わ
いの「ピルスナー」、ほろ苦さと甘さのハーモニーが秀逸な
「シュバルツ」、フルーティーで繊細な「アルト」の3種のセット
でお届けします。

成城石井厳選
湘南地ビール
・地酒 

成城石井
TEL.38-1810

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

各日

5kg
限定

100g 843円（税込）
神奈川県産 ちがさき牛 
肩ロース うす切り

販売期間 販売中～6/27（日）

各日

5kg
限定

100g 1,707円（税込）

神奈川県産
ちがさき和牛
サーロインステーキ

販売期間 販売中～6/30（水）

各日

5kg
限定

100g 193円（税込）

神奈川県産 
やまゆりポーク 
ももうす切り

販売期間 販売中～6/30（水）

各日

4kg
限定

100g 139円（税込）

神奈川県産 
やまゆりポーク 
カレーシチュー用

販売期間 販売中～6/30（水）

各日

10kg
限定

100g 139円（税込）

神奈川県産 
やまゆりポーク 
小間切

販売期間 販売中～6/30（水） 1パック（150g） 538円（税込）

神奈川県茅ヶ崎産
釜揚げしらす

期間中

50枚
限定

1枚 540円（税込）

神奈川県産
小田原造り
むろあじ開き

販売期間 販売中～6/30（水）

期間中

30セット
限定

1セット 756円（税込）

小田原 鈴廣 
あげかま

販売期間 販売中～6/30（水）

期間中

30袋
限定

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（水）

期間中

30袋
限定

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（水）

30袋
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 6/25（金）のみ

各日

2kg
限定

100g当り 646円（税込）
神奈川県産
生しらす（解凍）

販売期間 販売中～6/30（水）

20袋
限定

1袋（400g入） 195円（税込）

藤沢市西俣野産
佐藤さん家の
じゃがいも
（キタアカリ）

販売期間 6/26（土）のみ

20本
限定

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 6/29（火）のみ

20袋
限定

1袋（3本入） 108円（税込）

藤沢市大庭産
山下さん家の
胡瓜

販売期間 6/30（水）のみ

期間中

100kg
限定

100g当り 48円（税込）

三浦市産 
南瓜

販売期間 販売中～6/30（水）

各日

6kg
限定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（水）

各1本（130g入） 

627円（税込）

小田原 しいの食品
いか塩辛・
いか塩辛ゆず入り

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

※販売日により内容が変更する場合がございます。

各1本（130g入） 

594円（税込）

小田原 しいの食品
まぐろ酒盗・
かつお酒盗

魚の山金の
朝どれ鮮魚のご紹介

タカギフーズの
地元ブランドのご紹介

澤光青果の
地元農家さんのご紹介

❶ ❷ ❸

※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。

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▶

湘南マルシェギフト展示場
開設のご案内

湘南マルシェ周辺もしくは
サービスカウンターに
設置しております。
是非、お手に取ってご覧ください。

会場にて各店の夏ギフト好適品を
一堂に展示いたします！

新しいカタログの
ご紹介!!

夏ギフト2021

開催中～7月31日（土）期間

1F サミットストア前
特設会場

場所

720ml 

1,540円（税込）
さらりとした味わいが特徴の
日本酒です。

淡麗辛口
丹沢山
純米酒

販売期間 販売中～7/5（月）

神奈川エッグカリーと
カダイチキンカリーの
スペシャルプレート
1人前 1,180円（税込）
丹精込めて育てられた中農高校の卵と
GARAのスパイスカリーのスペシャルコラボレーション。
※食材の卵がなくなり次第終了

販売期間 販売中～7/11（日）

あんずどらやき 1個 248円（税込）
毎朝銅板で焼き上げたふっくらとした生地の鵠沼どらやき。
夏限定のあんずジャムどらやきです。
※食材の卵がなくなり次第終了

3F 潮風キッチン 
プレンティーズ クレープ
TEL.86-7331

3F 潮風キッチン 
梅蘭
TEL.86-7366

NEW!

各日

20個
限定

各日

10折
限定

各日

16個
限定

各日

10折
限定

3F 潮風キッチン 
GARA 中海岸
TEL.53-7888

各日

10人前
限定

各日

10人前
限定

各日

20人前
限定 販売期間 販売中～7/5（月）

シーザーサラダクレープ
1人前 550円（税込）
厚切りのベーコンと、とろとろ温泉たまごを使った絶品の商品です。
※食材がなくなり次第終了

鵠沼しみず
TEL.86-7710

ちがさき濱田屋 
TEL.38-1880

フランス風創作菓子 レ・シュー
TEL.86-7222

梅の花 
TEL.53-9187 自然派そうざい 

楽しいおかず
TEL.86-7139

❶
❷

神奈川県立中央農業高等学校コラボレーションメニュー!!

神奈川県立中央農業高等学校
コラボレーションメニュー

1

湘南産・神奈川県産食材
使用メニュー

2

湘南イメージメニュー3

2021 6.25fri▶7.11sun

¦中農鶏卵を使用したメニュー¦

¦ 湘南マルシェ 集中レジゾーンの美味しい神奈川県産品¦ 湘南の食を満喫する17日間!

●高校生が生産した鶏卵のご紹介♪

中央農業高等学校の鶏卵部の生徒さん

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 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

生徒さんが愛情を込めてヒナから育て、
飼育管理・飼養管理、卵のパック詰めまで全て行ってます！

ポイント 1

ヒナは成長して大きくなるまで平飼いでのびのび育てます。
歩き回れる環境なので、鶏のストレスを軽減し、
産卵率向上、病気のリスク回避を行ってます。

ポイント 2

飼料は添加物やビタミンは何も加えてません！
卵黄の色は着色無く、卵本来の色です。
新鮮な卵の黄身は指でつまむこともできます！

ポイント 3

その他、期間限定メニューもご用意！



販売期間 販売中～8/31（火）

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た夏にぴったりのパスタです。

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。 販売期間 販売中～なくなり次第終了

湘南ゴールド ふわふわチーズ
1箱（5個入） 1,230円（税込）
さわやかな香りの
湘南ゴールドジャムの入った、
スフレタイプの
チーズケーキです。

2021 6.25fri▶7.11sun

3F 潮風キッチン 
しらす問屋 とびっちょ
TEL.38-3188

4F ラケル
TEL.38-1605

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

3F 潮風キッチン 
湘南 野の実
TEL.86-7310

3F 潮風キッチン 
プレンティーズ クレープ
TEL.86-7331

3F 潮風キッチン 
KUGENUMA SHIMIZU 
TEL.86-7337

3F 潮風キッチン 
そばと野菜 鎌倉峰本 
芳露庵 
TEL.86-7313

4F バケット
TEL.38-1638

3F 潮風キッチン 
ローストビーフの店 鎌倉山
TEL.90-5607

4F 越後 叶家
TEL.30-5077

4F マルゲリータ　キッチン
TEL.52-6627

販売期間 販売中～7/11（日）

メロンクレープ
1人前 680円（税込）
神奈川県辻堂産のはちみつと
メロンを使用した、夏にぴったり
のクレープです。

販売期間 販売中～7/11（日）

ローストビーフ 
コース
1人前 
1,800円（税込）
「ローマイヤ」の技術
で作ったローストビー
フです。
ミニオムライス、コー
ンスープ、ドリンク、デ
ザート付

販売期間 販売中～7/11（日）

海老と鶏ムネ肉の緑黄色野菜炒め
～黒胡椒風味～
1人前 1,540円（税込）
カラダ充実セット!! 8種類の緑黄色野菜でパワーアップ!!

販売期間 販売中～7/11（日）

石焼海鮮ビビンパ 
1人前 968円（税込）
この期間の特別メニューの石焼海鮮ビビンパ！
海鮮はエビ、イカ、アサリが入っています。この機会に是非ご賞味下さい。
※セットメニュー1,243円（税込）もご用意しております。

販売期間 販売中～7/11（日）

湘南フェスタ期間限定
「牛豚しゃぶしゃぶ＆ブュッフェ食べ放題」
220円（税込）引き！
湘南フェスタ期間限定でお得に牛豚しゃぶしゃぶが召し上がれます。
※ラインクーポン・映画半券割引・その他割引クーポンとの併用不可

手仕込み牛ロースカツ御膳
1人前 1,580円（税込）
サクサクの衣とジューシーなお肉に
甘めのソースがたまらないおいしさ！販売期間 販売中～7/11（日）

湘南店限定 肉祭りセット
～特製レモンバターソース～ 1人前 2,728円（税込）
特製レモンソースハンバーグとステーキの人気コンビ！

販売期間 販売中～7/11（日）

秋田県産 純穂豚 
ロースかつ（130g）御膳+とろろ付き
1人前 1,550円（税込）
国産のお米で伸び伸び育った、秋田生まれの銘柄ポーク「純穂豚」を
使った御膳です。

販売期間 販売中～7/11（日）

湘南はちみつレモンぷりん 1人前 550円（税込）
とろりとろけるみるくぷりんに
当店人気NO.1湘南“塩”みるくソフトクリームをトッピング。
季節限定さわやかな自家製はちみつレモンソースで
お楽しみ下さい。

販売期間 販売中～7/11（日）

炙り豚味噌らぁ麺 
1杯 950円（税込）
冬季限定の当店人気メニュー、味噌らぁ麺!!
期間限定で販売いたします。

結いサラダそば
1人前 1,080円（税込）
新鮮な野菜をヘルシーバジルソースと
黒ゴマソースでお楽しみください。

各日

15人前
限定

販売期間 販売中～8/31（火）

和牛ローストビーフ丼
１人前 990円（税込）
和牛の上質でほど良い霜降りに赤身肉の旨味、
バランスの取れたモモ肉のローストビーフです。

販売期間 販売中～7/11（日）

神奈川県産キャベツとソーセージのポトフ
1人前 1,199円（税込）
デンマークソーセージとたっぷり野菜の
ぽかぽか温まるスープはパンとの相性ぴったりです。

日替わり刺身定食
1人前 1,300円（税込）
市場直送の新鮮なお刺身を日替わりでご提供！
※漁獲の状況により、ご提供できない場合もございます。

販売期間 販売中～7/11（日）

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」ほんのり塩味と磯の香りをお楽しみ下さい。

4F GARLIC JO'S
TEL.53-8315

4F いしがまやハンバーグ
TEL.38-1616 

4F とんかつ新宿さぼてん
TEL.86-7460 

4F 西安餃子
TEL.86-7461 

4F 柿安 Meat Buffet
TEL.90-4406 4F うちの食堂

TEL.36-8822 

❶ ❷

❶

❷

販売期間 販売中～8/31（火）

❷湘南ゴールド 力餅
1個 216円（税込）
昔ながらの製法にこだわった求肥と
大人気の湘南ゴールドを練り込んだ
冷やしても美味しい爽やかな和菓子です。

崎陽軒
TEL.38-1210

販売期間 販売中～6/30（水）

鎌倉産しらすといくらの温泉卵丼
1折 778円（税込）
鎌倉腰越港で捕られた新鮮な湘南しらすを使った
贅沢などんぶりです。
※不漁などによりお休みさせて頂く場合がございます。

自然派そうざい 
楽しいおかず
TEL.86-7139

各日

10折
限定

やまゆりポークの生姜焼き弁当
1折 648円（税込）
神奈川県産のやまゆりポークを使用した、
生姜焼き弁当です。
お肉の旨味がしっかりと味わえます。

タカギフーズ
TEL.38-1892

各日

5折
限定

販売期間 販売中～8月中旬

まるごとトマトの土佐酢ジュレ
1パック 497円（税込）
毎年人気なトマト料理が今年も登場！
暑くなるこの時期に食べたくなる一品です。

梅の花 
TEL.53-9187

各日

5パック
限定

和菓子 菜の花 
TEL.86-7102

販売期間 販売中～8/31（火）

夏のかながわ味わい弁当 1折 960円（税込）
神奈川の名産品とともに、
枝豆やとうもろこしなど
夏らしい食材を楽しむお弁当です。

NEW!

期間中

50箱
限定

鎌倉小川軒 
TEL.54-8755 

販売期間 販売中～8/31（火）

❶湘南ゴールド 羊羹
1個 360円（税込）
果実のピールが入った
食感が豊かなさっぱり羊羹です。

各日

30個
限定

曽我乃正栄堂
TEL.86-5788

フランス風創作菓子 
レ・シュー
TEL.86-7222

横濱文明堂 
TEL.38-1230

NEW!
NEW!

焼印入三笠山 1袋（3個入） 519円（税込）
湘南名所”えぼし岩”の焼印入三笠山の3個入りです。
プチギフトにもオススメです。

えぼし岩カステラ
1個 810円（税込）
湘南名所”えぼし岩”の焼印をカステラに入れた、
テラスモール湘南店限定カステラです。

ラ・メゾン アンソレイユターブル 
パティスリー
TEL.47-8287

❶海の唄 50gデザインラベル缶入
1缶（50g入） 1,050円（税込）
太陽がきらめく湘南の海をイメージした、柑橘とパイナップルが華やかに
香る紅茶です。

❷マジックアワー 50gデザインラベル缶入
1缶（50g入） 1,100円（税込）
金色に染まる夕暮れの湘南の空をイメージ。甘いグレナディンと爽やかな
柑橘の香りのルイボスです。販売期間 販売中～7/11（日）

〈ガトー・ジュレ〉オーシャンフルーツ
1ホール（直径：約15cm） 2,890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、パインなど5種類のフルーツを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～8月上旬※予定

美食の杏仁
1個｠460円（税込）
こだわりの杏仁豆腐にグレープフルーツのコンフィチュールを忍ばせ、
美しい花びらを桃の香りのジュレで閉じ込めました。

ルピシア ＴＥＬ.38-1817

ご近所
マルシェ

¦湘南産・神奈川県産食材使用メニュー¦ ¦期間限定＆テラスモール湘南店限定メニュー・サービス¦

¦湘南をイメージしたここだけスイーツ¦¦大人気♪湘南ゴールドスイーツ¦

神奈川県産の
しらすを使用

鎌倉産の
しらすを使用

神奈川県産の
トマトを使用

三崎産マグロ、三浦産芽ひじき、
小田原の蒲鉾、梅干を使用

神奈川県産の
やまゆりポークを使用

湘南産の
しらすを使用

神奈川県産の
キャベツを使用

湘南産の
生しらすを使用

神奈川県産の
野菜を使用

辻堂産の
はちみつを使用

江ノ島産の
塩を使用

販売期間 販売中～7/11（日）

シラスとレモンの湘南ピッツァ
1皿 1,430円（税込）
湘南をイメージして作った、ここだけでしか味わえないオリジナルピッツァ！
シラスと爽やかなレモンを一緒にお楽しみ下さい。
※期間中、こちらの商品をご注文の方へ
　レモンジンジャーデトックスレモネードを1杯サービス！

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

2F j.s. pancake cafe
TEL.38-2147

販売期間 販売中～7/11（日）

ストロベリーバナナ 
パンケーキ
1人前 1,540円（税込）
こんがりとキャラメリゼした
フレンチトーストのような生地に
イチゴ、バナナ、ブルーベリー、ストロベリーソースを組み合わせました。

湘南フェスタ限定メニュー 販売期間 販売中～7/11（日）

フレンチトースト 
フルーツサンド 
限定ドリンクセット
1セット 1,430円（税込）
苺とぶどうのフルーツサンドです。
こちらのセット限定のグァバオレンジティーが付きます。

各日

10セット
限定

2F TOASTY’S
TEL.53-8773 

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 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

❶エスプレッソ 
　バナナシェイク
❷抹茶 
　バナナシェイク
各1杯 748円（税込）
バナナとアイスを使用した
濃厚シェイク。
スーホルム自慢のエスプ
レッソorつぼ市製茶の抹茶
よりお選び下さい。

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

❶ ❷

テラスモール湘南店限定

神奈川県農業技術センターが開発
した柑橘類です。「今村温州」と神奈
川県西部で採れる「ゴールデンオレ
ンジ（黄金柑）」を交配し、大きくむき
やすく改良しました。華やかな香りと
最高12度の糖度が特徴です。

湘南ゴールドとは

※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。


