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～ラスカ平塚食品フロアグランドオープン概要～ 

＜＜＜＜リニューアル・グランドオープンリニューアル・グランドオープンリニューアル・グランドオープンリニューアル・グランドオープン日時＞日時＞日時＞日時＞    

第 1 弾 1F 和・洋菓子ゾーン「スイートピア」       2014 年 4 月 26 日（土）AM 10：00 オープン 

第第第第 2222 弾弾弾弾    B1FB1FB1FB1F 地下食品街「グルメッカ・ステーション」地下食品街「グルメッカ・ステーション」地下食品街「グルメッカ・ステーション」地下食品街「グルメッカ・ステーション」    2014201420142014 年年年年 6666 月月月月 12121212 日（木）日（木）日（木）日（木）AMAMAMAM    10101010：：：：00000000 オープンオープンオープンオープン    

※第 1 弾のリニューアル内容については、3 月 26 日配信のニュースリリース（別添資料（2））をご覧くだ

さい。 
    

＜リニューアルコンセプト＜リニューアルコンセプト＜リニューアルコンセプト＜リニューアルコンセプト    「「「「LUSCA MARCHÉLUSCA MARCHÉLUSCA MARCHÉLUSCA MARCHÉ    KITCHENKITCHENKITCHENKITCHEN」＞」＞」＞」＞

常に旬の食材が豊富にあふれる「マルシェ感」、毎日新しい発見のある楽しい「コバレ感」、駅立地なら

ではの「利便性」の 3 つの要素を軸としたリニューアルコンセプト「LUSCA MARCHÉ KITCHEN」。 

具体的には、以下の 3 つのポイントを中心に新しい地下食品街「グルメッカ・ステーション」を構築します。
 
(1)(1)(1)(1)    生鮮三品生鮮三品生鮮三品生鮮三品、、、、塩干塩干塩干塩干、、、、グロッサリー及び共通レジグロッサリー及び共通レジグロッサリー及び共通レジグロッサリー及び共通レジゾーンのパワーアップゾーンのパワーアップゾーンのパワーアップゾーンのパワーアップ    
   精肉、青果、鮮魚の生鮮三品と塩干をリニューアル前とは反対のフロア西側に配置するとともに、新た

にグロッサリーが共通レジ対象ショップに加わります。また共通レジゾーンをフロア中央に拡大配置し、
レジ台数を増やすことでお客さまに快適なお買物を日々楽しんでいただき、「マルシェ（市場）」のコンセ
プトに相応しい食品フロアの賑わいの核を創出します。 

    
(2)(2)(2)(2)    平塚エリア平塚エリア平塚エリア平塚エリア No.1No.1No.1No.1 の惣菜の惣菜の惣菜の惣菜・・・・弁当売場弁当売場弁当売場弁当売場の構築の構築の構築の構築    
   和・洋・中・米飯等のバリエーション豊富なおかず・弁当が揃う平塚エリア No.1 の惣菜・弁当売場を構築

し、湘南の人々の毎日の食卓を楽しく彩ります。 
    
(3(3(3(3))))    約約約約 35353535 席から成る寛ぎの席から成る寛ぎの席から成る寛ぎの席から成る寛ぎの休憩スペース休憩スペース休憩スペース休憩スペースの設置の設置の設置の設置    
   「買って帰る」だけでなく「その場でゆっくり味わえる」空間を作るため、約 35 席から成る休憩スペースを

設置します。お買物の休憩だけでなく、隣接する湘南野菜を使ったジュース＆スムージーショップやたこ
焼き店などの商品を寛ぎながらお召し上がりいただくことができます。 

 

JR 平塚駅直結の駅ビル 

『ラスカ平塚』食品フロアがグランドオープン！ 
リニューアル第リニューアル第リニューアル第リニューアル第 2222 弾として弾として弾として弾として 33333333 ショップの地下食品街「グルメッカ・ステーション」がショップの地下食品街「グルメッカ・ステーション」がショップの地下食品街「グルメッカ・ステーション」がショップの地下食品街「グルメッカ・ステーション」が    

2014201420142014 年年年年 6666 月月月月 12121212 日（木）にオ日（木）にオ日（木）にオ日（木）にオープンします！ープンします！ープンします！ープンします！    

湘南ステーションビル湘南ステーションビル湘南ステーションビル湘南ステーションビル株式会社株式会社株式会社株式会社（本社：（本社：（本社：（本社：神奈川県平塚市神奈川県平塚市神奈川県平塚市神奈川県平塚市／代表取締役社長：／代表取締役社長：／代表取締役社長：／代表取締役社長：土屋勝彦土屋勝彦土屋勝彦土屋勝彦）は、）は、）は、）は、JRJRJRJR

平塚駅に直結する『平塚駅に直結する『平塚駅に直結する『平塚駅に直結する『ラスカ平塚ラスカ平塚ラスカ平塚ラスカ平塚』の食品フロアを全面リニューアルいたします。』の食品フロアを全面リニューアルいたします。』の食品フロアを全面リニューアルいたします。』の食品フロアを全面リニューアルいたします。    

この度、この度、この度、この度、6666 月月月月 12121212 日（木）に地下食品街「グルメッカ・ステーション」日（木）に地下食品街「グルメッカ・ステーション」日（木）に地下食品街「グルメッカ・ステーション」日（木）に地下食品街「グルメッカ・ステーション」33333333 ショップがオープンし、ショップがオープンし、ショップがオープンし、ショップがオープンし、    

１１１１FFFF のリニューアル第のリニューアル第のリニューアル第のリニューアル第 1111 弾（別添資料（弾（別添資料（弾（別添資料（弾（別添資料（2222）参照）と合わせて、食品フロア全）参照）と合わせて、食品フロア全）参照）と合わせて、食品フロア全）参照）と合わせて、食品フロア全 53535353 ショップによるグランショップによるグランショップによるグランショップによるグラン

ドオープンを迎えます。ドオープンを迎えます。ドオープンを迎えます。ドオープンを迎えます。    

 

今回の地下食品街「グルメッカ・ステーション」のリニューアルにおいては、生鮮三品とグロッサリーを

中心とする共通レジゾーンの拡大、色とりどりのおかずとお弁当が並ぶ平塚エリア No.１の惣菜・弁当

売場と寛ぎの休憩スペースの設置等を特徴とする、いつ来てもワクワク楽しい食の市場（マルシェ）を

作り出します。また、15 の既存ショップが全てリフレッシュするとともに 18 の旬の人気ショップが新たに

加わり、多様化する湘南エリアのお客さまのニーズに一層お応えして参ります。 



＜＜＜＜環境デザイン環境デザイン環境デザイン環境デザインコンセプトコンセプトコンセプトコンセプト「平塚「平塚「平塚「平塚 PORT MARKETPORT MARKETPORT MARKETPORT MARKET～～～～人々が集い、食を楽しむ、海辺の街人々が集い、食を楽しむ、海辺の街人々が集い、食を楽しむ、海辺の街人々が集い、食を楽しむ、海辺の街～～～～」＞」＞」＞」＞

都会的な感度を持ちながら、丹沢の山々と相模川、湘南の海という豊かな自然に囲まれ、ゆとりある暮

らしを営む平塚の人々に食材を提供するフロアとして、光・海岸・砂浜・水等をモチーフに、フロア全体で

賑やかな市場（マルシェ）感を創出する環境演出を行い、コンセプトである「平塚 PORT MARKET」を実現

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①中央広場（共通レジ周辺）イメージ          ②フードテラスストリート（左側は中央広場）イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③光のテラス広場イメージ               ④海辺のおさんぽ道（左側は中央広場）イメージ 

 

 

 

 

 

 



 

 

        GOURMECCA STATION グルメッカ・ステーション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜新規出店ショップ紹介＞ 

※※※※リフレッシュオープンを含めたリフレッシュオープンを含めたリフレッシュオープンを含めたリフレッシュオープンを含めた全全全全ショップ一覧につきましては、別添資料（ショップ一覧につきましては、別添資料（ショップ一覧につきましては、別添資料（ショップ一覧につきましては、別添資料（1111））））ショップショップショップショップ一覧をご参照ください。一覧をご参照ください。一覧をご参照ください。一覧をご参照ください。    

※※※※ショップ名の番号はマップ上のショップ番号です。ショップ名の番号はマップ上のショップ番号です。ショップ名の番号はマップ上のショップ番号です。ショップ名の番号はマップ上のショップ番号です。    

 

 

①①①① 肉処 たかぎ  《New Shop》                    [ラスカ初出店] 

食の安心・安全を基本に、新しい “商品複合型”を提唱する食肉専門店。高品

質な商品からリーズナブルな価格の商品、地産地消の商品まで複合的に、豊富

に取り揃えています。ご満足いただける充実のラインナップでお客さまをお迎えし

ます。 

  

 

⑦⑦⑦⑦ 湘南ライフ・カフェ 《New Shop》                  [全国初出店] 

旬の湘南野菜を使ったジュース＆スムージーを中心に販売。その他サラダ、カレ

ーなど地元食材の味が楽しめるカフェです。 

  

 

⑧⑧⑧⑧ プルミエ サンジェルマン 《New Shop》          [湘南エリア初出店] 

店内には、ヨーロピアンスタイルの食事パンやフランスパンをはじめ、日本ならではの

お馴染みのパンまで、素材にこだわりを持った商品が並びます。職人が一つひとつ

丁寧に焼き上げた自信のパンを販売しています。また、焼きたてのパンを温かいうち

にお召し上がりいただけるイートインコーナーも併設します。 

リニューアル第 2 弾 B1F 地下食品街「グルメッカ・ステーション」リニューアル内容 

 B1F 

※写真は全てイメージです。 



 

⑨⑨⑨⑨ グリーン・グルメ  《New Shop》                  [ラスカ初出店] 

環境と食にこだわるお客さまに、日常使いをしていただける野菜いっぱいの和・洋・

アジアの枠を超えた Global な SOZAI（サラダ）をご提案します。 

  

 

⑩⑩⑩⑩ 惣菜家 おかってぐち 《New Shop》            [湘南エリア初出店] 

無添加出汁を使用した煮物を中心とした手づくり和惣菜を販売。「心温まる・和み」

をモットーに、昔懐かしい家庭料理や、ひと手間加えた新しい創作和惣菜などを幅

広く取り揃えています。 

  

 

⑫⑫⑫⑫ 桂林 常菜房 （けいりん じょうさいぼう） 《New Shop》   [ラスカ初出店]  

都内のデパ地下を中心に展開している中華デリカテッセン。中華の定番惣菜に加

え、旬素材を活かした創作メニュー、さらに小籠包や春巻き、餃子などの点心も充

実。中華の料理人が一つひとつ、店内で調理いたします。 

  

 

⑬⑬⑬⑬ はなまる ダイニング セレクト  《New Shop》      [湘南エリア初出店] 

ショップコンセプトは「Home meal Replacement」。からだの中から元気を応援する

食材を使った、季節を彩るサラダメニューや豊富な惣菜が満載。選べる楽しさであ

ふれた、できたてメニューはおいしさいっぱいです。 

  

 

⑭⑭⑭⑭ ちよだ鮨 《New Shop》                     [湘南エリア初出店]  

持ち帰りすし専門店、築地・ちよだ鮨。新鮮な食材と旬の味を生かし、彩り豊かな

お鮨を、お手ごろ価格で取り揃えています。今回は更にイートインコーナーを併設

し、新鮮な握り立てのお鮨をその場でお召し上がりいただくこともできます。 

※湘南エリア初のちよだ鮨イートイン併設店となります。 

  

 

⑮⑮⑮⑮ 京樽・重吉 （きょうたる・じゅうきち） 《New Shop》      

有明海産の風味と色合いに優れた海苔や、五島灘産の塩など厳選素材を使用し

たおむすびを提供しています。冷めてもおいしいおむすびで、鮭・梅などの一般的

なおむすびに加え、季節感あふれるおむすびも各種取り揃えています。 

※既存寿司店の「京樽」に新規出店の「重吉」を加えた２業態によるショップとなります。 

※ショップ説明文・写真は重吉のものです。 

  

 

⑱⑱⑱⑱ わっぱや  《New Shop》 

もち米をブレンドしたお米を特製の釜だれで炊き上げ、炭火焼の焼きとりや旬の食

材をのせた「わっぱめし」や地元食材を使ったこだわりのお弁当を販売。また「プラ

ス一品」に最適な水産品や惣菜を取り揃えています。 

※写真は全てイメージです。 

※ショップ名の番号はマップ上のショップ番号です。 



 

 

 

 

⑲⑲⑲⑲ 五穀市場 《New Shop》 

「からだの中からきれいに」をコンセプトにした、地元の野菜や旬菜をふんだんに使

ったおいしくヘルシーな弁当・総菜店です。大変好評をいただいている、だしまき玉

子焼きや沖縄産黒糖おいなりさんなど人気の商品が多数ラインナップされていま

す。 

  

 

㉓㉓㉓㉓ 春秋夏冬  《New Shop》                      [全国初出店]  

コロッケ・とんかつ・串揚げなどバラエティ豊かな品揃えのフライ専門店。全国各地

から取り寄せた厳選素材を自慢のパン粉でカラリと揚げています。サクッとした食

感を気軽に味わっていただけるよう、リーズナブルな価格で提供いたします。 

  

 

㉔㉔㉔㉔ まるこし 《New Shop》 

四季折々の新鮮な野菜を全国各地から取り寄せ、素材の味を活かした浅漬けを

提供しています。選ぶのが楽しみな少量パックや簡単に召し上がれるカット商品も

充実しています。 

  

 

㉕㉕㉕㉕ 豆富 一丁庵 《New Shop》 

厳選した国産大豆のみを原料に使用したお豆腐とお豆腐惣菜の専門店です。シ

ンプルなものだからこそ、素材にこだわっています。季節の味わいを大切に、真心

を込めて手づくりされた、からだにやさしいものばかり豊富に取り揃えています。 

  

 

㉖㉖㉖㉖ 新橋玉木屋 《New Shop》                     [ラスカ初出店] 
1782 年創業。伝統の手づくり技法で職人がつくる江戸前佃煮をはじめ、ふりかけ、お

茶漬、煮豆など、おいしいごはんのお供を多数取り揃えています。伝統の風味と現代

の感覚を取り入れた新しい味わいが楽しめます。ご進物にも最適です。 

  

 

㉛㉛㉛㉛ 湘南ちがさき屋 《New Shop》 

湘南名物「江の島タコせんべい」でおなじみの、湘南を創りつづけるお店です。「江の

島タコせんべい」をはじめ、店内には湘南を感じる様々なお土産品を取り揃えていま

す。 

  

 

㉜㉜㉜㉜    ピースリーポケット 《New Shop》               [神奈川県初出店] 

日本国内の名産品や国外の人気商品、世界中から “おいしいもの”“たのしい

もの”を集めた食のセレクトショップです。定番のお菓子類やお酒におつまみ、

手軽に作れる軽食はもちろん、季節の食材や、流行の新商品を先取りしてご

提案します。 

※写真は全てイメージです。 

※ショップ名の番号はマップ上のショップ番号です。 



 

 

☆★☆★☆★☆ オープニングキャンペーン・イベント情報オープニングキャンペーン・イベント情報オープニングキャンペーン・イベント情報オープニングキャンペーン・イベント情報    ☆★☆★☆★☆ 

① 「グルメッカ・ステーション」リニューアルオープン記念「ノベルティ・プレゼント！」（予定） 

リニューアルオープンを記念して、オープン日より 4 日間、B1F「グルメッカ・ステーション」のショップ

でのお買上のレシートご提示のお客さまに先着でラスカ平塚オリジナルノベルティをプレゼントしま

す。 

 

期間） 2014 年 6 月 12 日（木）～6 月 15 日（日） 

対象ショップ） 「グルメッカ・ステーション」全 33 店 

※期間は変更となる場合がございます。※なくなり次第終了となります。 

 

 

② 「グルメッカ・ステーション丸ごとオープニングフェア」 

今回のリニューアルを記念し、「グルメッカ・ステーション」各ショップによるオープン記念限定商品

の販売や、ノベルティの配布、オープン記念限定特価などを展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉝㉝㉝㉝ ＢＩＧＧＹ 《New Shop》                      [ラスカ初出店] 

フランスパンを主体に国産小麦中心にバリエーション豊富な食パン、ビギーオリジナル

の創作パンを提供します。 

※写真は全てイメージです。 

※ショップ名の番号はマップ上のショップ番号です。 



■『■『■『■『ラスカラスカラスカラスカ平塚平塚平塚平塚』施設概要』施設概要』施設概要』施設概要    

施 設 名 ： ラスカ平塚  

 

 
 

所 在 地 ： 〒254-0034 

神奈川県平塚市宝町 1-1 

［TEL］0463(22)0234 

規    模 ： 地下 1 階/地上 6 階（一部 7 階） 

延 床 面 積 ： 32,450 ㎡ 

売 場 面 積 ： 15,004 ㎡ 

店 舗 数 

開    業 

： 

： 

180 店舗 

1973 年 6 月 26 日 

営 業 時 間 ： ［ショッピング］10：00～20：30 

［レストラン］11：00～22：00  

※一部、ショップにより異なります。 

■運営会社概要■運営会社概要■運営会社概要■運営会社概要    

名    称 ： 湘南ステーションビル株式会社 

所 在 地 ： 〒254-0034 神奈川県平塚市宝町 1-1 

［TEL］0463(22)0236 ［FAX］0463(22)0242 

代表取締役社長 ： 土屋 勝彦 

会 社 設 立 ： 1971 年 12 月 9 日 

資 本 金 ： 2 億円 

売 上 高 ： 370 億円（2012 年度実績） 

事 業 内 容 ： ショッピングセンターの管理・運営 

運 営 施 設 ： ラスカ茅ヶ崎／ラスカ平塚／ラスカ小田原 
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ラスカ平塚 営業部 販売促進課 

担当／皆川・佐藤 

TEL：0463-22-0234 

FAX：0463-20-2013 

MAIL： info-hiratsuka@lusca.co.jp 

URL： http://www.lusca.co.jp/hiratsuka/ 



フロア No. ショップ名 業種業態
新規／

リニューアル
神奈川県
初出店

湘南エリア
初出店

ラスカ
初出店

1 肉処 たかぎ 精肉 新規 ●

2 横浜水信 青果 リニューアル

3 大川水産 塩干 リニューアル

4 鎌万水産 鮮魚・寿司 リニューアル

5 KINOKUNIYA entrée グロッサリー リニューアル

6 築地銀だこ たこ焼 リニューアル

7 湘南ライフ・カフェ 軽食・ジュース 新規 ●全国初出店

8 プルミエ　サンジェルマン ベーカリーカフェ 新規 ●

9 グリーン・グルメ 洋惣菜 新規 ●

10 惣菜家　おかってぐち 和惣菜 新規 ●

11 日本一 鳥惣菜 リニューアル

12 桂林 常菜房 中華総菜 新規 ●

13 はなまる ダイニング セレクト 洋惣菜 新規 ●

14 ちよだ鮨 寿司 新規※1 ●※1

15 京樽・重吉 寿司・おむすび 新規※2

16 たごさく おこわ リニューアル

17 とんかつ 新宿 さぼてん とんかつ リニューアル

18 わっぱや 弁当・水産加工品 新規

19 五穀市場 弁当・惣菜 新規

20 崎陽軒 弁当 リニューアル

21 ちがさき 濵田屋 和惣菜・弁当 リニューアル

22 茅ヶ崎えぼし工房 和惣菜 リニューアル

23 春秋夏冬 フライ・串揚げ 新規 ●全国初出店

24 まるこし 漬物 新規

25 豆富　一丁庵 豆腐・豆腐総菜 新規

26 新橋玉木屋 佃煮 新規 ●

27 銀座新之助貝新 佃煮 リニューアル

28 鈴廣かまぼこ 練り物 リニューアル

29 老舗大佐和 茶・海苔 リニューアル

30 太子堂 菓子 リニューアル

31 湘南ちがさき屋 菓子 新規

32 ピースリーポケット 輸入食品 新規 ●

33 BIGGY パン 新規 ●

※1　ちよだ鮨はリニューアルショップですが、湘南エリア初のイートイン併設店としての出店の為、新規扱いとしています。

※2　京樽はリニューアルショップですが、重吉は新規出店となります。
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フロア No. ショップ名 業種業態 出店状況 特徴

1 肉処 たかぎ 精肉 ラスカ初出店
食の安心・安全を基本に、新しい “商品複合型”を提唱する食肉専門店。高品質な商品からリーズナブルな価格の商品、地産地消の商品まで複合
的に、豊富に取り揃えています。ご満足いただける充実のラインナップでお客さまをお迎えします。

2 横浜水信 青果
横浜の老舗青果専門店の『横浜水信』は、地域の皆様に愛されるおもてなしのサービスをモットーとし、「野菜・果物が新鮮で旨い！」を合言葉に、
地元平塚市場や湘南の地場野菜を中心に横浜、東京市場など豊富な品揃えと、プロの販売員による幅広い商品知識をご提供してお買物の楽しさ
を演出します。

3 大川水産 塩干
四季折々の様々な塩干物を取り揃えた専門店『大川水産』。鮮度にこだわり、薄塩で仕上げた自社製の干物は、どなた様にも自信を持ってお勧め
できる逸品です。塩干物を通し、健康で暖かな、笑顔あふれる食生活をご提案します。

4 鎌万水産 鮮魚・寿司
“良い品を安く”をモット―として、豊富な魚種と、新鮮な鮮魚を地元湘南にお届けします。鮮魚の他、新鮮なネタの乗ったお寿司も取り扱っていま
す。

5 KINOKUNIYA entrée グロッサリー
「entrée （アントレ）」とはフランス語で入口の意味。『紀ノ国屋』のこだわりやクオリティを気軽に味わって頂けるよう、たくさんのお客様をお迎えした
いという気持を込めて名付けました。ワインやチーズから輸入菓子に至るまで豊富で上質な商品ラインアップで食生活のお手伝いをします。

6 築地銀だこ たこ焼 “ぜったいうまい”こだわりのたこ焼専門店です。真心込めたアツアツのたこ焼を、ぜひご賞味下さい。

7 湘南ライフ・カフェ 軽食・ジュース 全国初出店 旬の湘南野菜を使ったジュース＆スムージーを中心に販売。その他サラダ、カレーなど地元食材の味が楽しめるカフェです。

8 プルミエ　サンジェルマン ベーカリーカフェ 湘南エリア初出店
店内には、ヨーロピアンスタイルの食事パンやフランスパンをはじめ、日本ならではのお馴染みのパンまで、素材にこだわりを持った商品が並びま
す。職人が一つひとつ丁寧に焼き上げた自信のパンを販売しています。また、焼きたてのパンを温かいうちにお召し上がりいただけるイートイン
コーナーも併設します。

9 グリーン・グルメ 洋惣菜 ラスカ初出店 環境と食にこだわるお客さまに、日常使いをしていただける野菜いっぱいの和・洋・アジアの枠を超えたGlobalなSOZAI（サラダ）をご提案します。

10 惣菜家　おかってぐち 和惣菜 湘南エリア初出店
無添加出汁を使用した煮物を中心とした手づくり和惣菜を販売。「心温まる・和み」をモットーに、昔懐かしい家庭料理や、ひと手間加えた新しい創
作和惣菜などを幅広く取り揃えています。

11 日本一 鳥惣菜
鮮度にこだわり厳選した鶏肉を使用し、店内キッチンで丁寧に手焼きした焼鳥や唐揚げなど、ご家庭の食卓を彩るバラエティ豊かなお惣菜を取り扱
うテイクアウト店です。

12 桂林 常菜房 中華総菜 ラスカ初出店
都内のデパ地下を中心に展開している中華デリカテッセン。中華の定番惣菜に加え、旬素材を活かした創作メニュー、さらに小籠包や春巻き、餃
子などの点心も充実。中華の料理人が一つひとつ、店内で調理いたします。

13 はなまる ダイニング セレクト 洋惣菜 湘南エリア初出店
ショップコンセプトは「Home meal Replacement」。からだの中から元気を応援する食材を使った、季節を彩るサラダメニューや豊富な惣菜が満載。
選べる楽しさであふれた、できたてメニューはおいしさいっぱいです。

14 ちよだ鮨 寿司 湘南エリア初出店
持ち帰りすし専門店、築地・ちよだ鮨。新鮮な食材と旬の味を生かし、彩り豊かなお鮨を、お手ごろ価格で取り揃えています。今回は更にイートイン
コーナーを併設し、新鮮な握り立てのお鮨をその場でお召し上がりいただくこともできます。

15 京樽・重吉 寿司・おむすび 新店

京樽／おなじみの茶きん鮨をはじめ伝統の技で作る上方鮨の単品と詰め合せ、江戸前鮨、お弁当などを各種取り揃えています。また、季節ごとの
          おすすめ品やお買得品もございますので、お食事・お土産にご利用ください。
重吉／有明海産の風味と色合いに優れた海苔や、五島灘産の塩など厳選素材を使用したおむすびを提供しています。冷めてもおいしいおむすび
          で、鮭・梅などの一般的なおむすびに加え、季節感あふれるおむすびも各種取り揃えています。

16 たごさく おこわ
おこわ、お弁当、いなり等を取り扱う「総合米飯店」。おこわは出来立ての定番おこわから、期間限定のおこわまで約10種のレパートリーの中から7
種程度を常時取り揃えています。お弁当は毎日のお食事から、特別な日のご予約弁当まで、生活シーンに合わせてバラエティに富んだ商品を取り
揃えています。

17 とんかつ 新宿 さぼてん とんかつ
レストランの味をご家庭でも手軽に味わえるよう、定番のロースかつやヒレかつはもちろん、野菜を使った揚げ物惣菜やお弁当、かつサンドなどを
ご用意しています。

18 わっぱや 弁当・水産加工品 新店
もち米をブレンドしたお米を特製の釜だれで炊き上げ、炭火焼の焼きとりや旬の食材をのせた「わっぱめし」や地元食材を使ったこだわりのお弁当
を販売。また「プラス一品」に最適な水産品や惣菜を取り揃えています。

19 五穀市場 弁当・惣菜 新店
「からだの中からきれいに」をコンセプトにした、地元の野菜や旬菜をふんだんに使ったおいしくヘルシーな弁当・総菜店です。大変好評をいただい
ている、だしまき玉子焼きや沖縄産黒糖おいなりさんなど人気の商品が多数ラインナップされています。

20 崎陽軒 弁当
明治41年の創業以来、横浜のおいしさを創りつづける『崎陽軒』。冷めてもおいしい「シウマイ」や定番の「シウマイ弁当」のほか、日本人の味覚に
ぴったりの「横濱月餅」、「中華まん」など、横浜の味をお楽しみください。

21 ちがさき 濵田屋 和惣菜・弁当
創業53年を迎える『ちがさき濱田屋』は、湘南地域に根ざしたお届け料理専門店です。健康的な和食の良さを追求し、素材の豊かな味わいをいか
した手づくりのお弁当･お惣菜をお届けします。また、化学調味料をなるべく使わず、地元食材などを使い、安全な食づくりを目指しています。

22 茅ヶ崎えぼし工房 和惣菜
地元湘南で30年以上愛され続ける居酒屋『えぼし』がお届けする手づくりのお惣菜・お弁当の数々。「えぼしの味をご家庭に」という合言葉のもと、
和食の定番煮物から創作料理までバラエティ豊かな商品を取り揃えています。

23 春秋夏冬 フライ・串揚げ 全国初出店
コロッケ・とんかつ・串揚げなどバラエティ豊かな品揃えのフライ専門店。全国各地から取り寄せた厳選素材を自慢のパン粉でカラリと揚げていま
す。サクッとした食感を気軽に味わっていただけるよう、リーズナブルな価格で提供いたします。

24 まるこし 漬物 新店
四季折々の新鮮な野菜を全国各地から取り寄せ、素材の味を活かした浅漬けを提供しています。選ぶのが楽しみな少量パックや簡単に召し上が
れるカット商品も充実しています。

25 豆富 一丁庵 豆腐・豆腐総菜 新店
厳選した国産大豆のみを原料に使用したお豆腐とお豆腐惣菜の専門店です。シンプルなものだからこそ、素材にこだわっています。季節の味わい
を大切に、真心を込めて手づくりされた、からだにやさしいものばかり豊富に取り揃えています。

26 新橋玉木屋 佃煮 ラスカ初出店
1782年創業。伝統の手づくり技法で職人がつくる江戸前佃煮をはじめ、ふりかけ、お茶漬、煮豆など、おいしいごはんのお供を多数取り揃えていま
す。伝統の風味と現代の感覚を取り入れた新しい味わいが楽しめます。ご進物にも最適です。

27 銀座新之助貝新 佃煮
「柔名の殿様しぐれでお茶漬」という歌にもあるように「時雨蛤」などの“しぐれ煮”が看板の老舗佃煮店です。バラエティ豊かなしぐれ煮や佃煮など
を、進物品から小食カップまで豊富に取り揃えています。

28 鈴廣かまぼこ 練り物
鈴廣のかまぼこは、天然素材を使い、化学調味料を一切使用せず保存料無添加です。地元神奈川の名産品を是非ご賞味ください。蒲鉾の他に干
物も取り揃え、各種ご贈答用にもご利用いただけます。

29 老舗大佐和 茶・海苔
『老舗大佐和』は、創業160年の歴史を持つお茶と海苔の老舗です。心のこもった贈り物には、濃煎茶「大老」、高級焼海苔「絢爛」を是非ご用命くだ
さい。

30 太子堂 菓子
「新鮮・安心・安全」をモットーに毎日でも食べ飽きない定番のお菓子や季節のお菓子を、お手頃な価格で提供します。更に笑顔で優しい接客を心
掛け、気持ちよくお買物できるお店づくりを目指しています。

31 湘南ちがさき屋 菓子 新店
湘南名物「江の島タコせんべい」でおなじみの、湘南を創りつづけるお店です。「江の島タコせんべい」をはじめ、店内には湘南を感じる様々なお土
産品を取り揃えています。

32 ピースリーポケット 輸入食品 神奈川県初出店
日本国内の名産品や国外の人気商品、世界中から “おいしいもの”“たのしいもの”を集めた食のセレクトショップです。定番のお菓子類やお酒に
おつまみ、手軽に作れる軽食はもちろん、季節の食材や、流行の新商品を先取りしてご提案します。

33 BIGGY パン ラスカ初出店 フランスパンを主体に国産小麦中心にバリエーション豊富な食パン、ビギーオリジナルの創作パンを提供します。
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