
サマーギフト
2020.6.26金⇒8.10月㊗

¥ 10,000

黒毛和牛モモ焼肉用（約450ｇ）
鹿児島県産黒豚バラ焼肉用（約400ｇ）

精肉 肉の池澤

鹿児島県産黒毛和牛・黒豚
焼肉セット（4～5人前）

鹿児島県産の黒毛和牛・黒豚の
豪華な焼き肉セット

¥ 10,670

ジュヴレ・シャンベルタン、シャブリ・ラ・ピエレレ

北野エース

ブルゴーニュ
赤白ワインセット
ブルゴーニュ地方の人気ワインの
赤白セット

¥ 4,802

北野エース

店長厳選
ビーフカレーセット
カレーなる本棚
選りすぐりのレトルトカレーセット

健康・美容に毎日のオイル習慣

特
別
な
方
へ
贈
る

お
店
イ
チ
オ
シ
ギ
フ
ト

銀座千疋屋のプレミアムビーフカレー、佐賀牛プレミアムカレー
大人のためのビーフカレー、飛騨牛ビーフカレー、フラワーメイ
ト監修牛すじカレー、和牛入れすぎカレー　計6種

¥ 7,178

北野エース

話題の健康オイルセット

亜麻仁一番搾り（100ｇ）、有機ココナッツオイル（160ｇ）、国
産えごまオイル（100ｇ）、有機グリーンナッツオイル（100ｇ）、
MCTオイル（7ｇ×10袋）

¥ 6,284

ブランシェ

ブランシェ
プレミアムギフト（洋）
ブランシェスタッフが厳選したブラ
ンシェ人気商品の詰め合わせギフト

¥ 13,000

黒毛和牛サーロインステーキ3枚（1枚約180ｇ）

精肉 肉の池澤

鹿児島県産黒毛和牛
サーロインステーキ用（3枚）

きめ細やかでやわらかな舌触りが特徴の
お肉。旨味が強く極上霜降り肉のステーキ

¥ 5,400

写真はイメージです

トロピカーナ

鹿児島県産完熟マンゴーセット
（2個入り）

とろける甘さとやわらかさが
特徴の大玉完熟マンゴー

¥ 5,670

奄美フルーツジュース3本、フルーツゼリー4個

トロピカーナ

果物ゼリーと南国フルーツ
ジュースセット
贅沢に果物を使ったゼリーと奄美の
南国フルーツを濃縮還元した贅沢な
フルーツジュース

¥ 8,100

写真はイメージです

トロピカーナ

旬の果物詰め合わせ

旬のフルーツと
奄美の南国フルーツジュース

オリーブオイルスペシャルブレンド、カカオバター、ドレッシング
オニオン、旅する焼えびペペロンチーノ、じゃがいものポター
ジュスープ、旅する丸干しスタンドパック、ハーブ塩

¥ 5,685

ブランシェ

ブランシェ
プレミアムギフト（和）
ブランシェスタッフが厳選したブラ
ンシェ人気商品の詰め合わせギフト

お手軽セット、黒牛味噌、桜島大根パウダー、水出しくきほうじ
茶、うにひしお、つきあげ缶、基本のお出汁（缶）、黒酢ドレッシ
ング、黒豚軟骨焼酎煮込み

※価格は全て税込です。

掲載のギフト商品に限り、7/12㊐迄のご注文で

（他サービス併用不可）
10％ＯＦＦ＆マルシェポイント5倍

割引割引早特早特

割引期間7/12日まで

 マルヤガーデンズ  B1F 食料品フロア

送料込

送料込

¥ 3,676北野エース PeboRa
日本全国のブランド米や雑
穀米を可愛いペットボトル
タイプのプチギフトに

¥ 4,268
北野エース キタノセレクション

パスタソース

こ
だ
わ
り
の
ギ
フ
ト

「おうち時間を豊かにする」ギフト

¥ 7,000

黒毛和牛モモステーキ3枚（1枚約100ｇ）

精肉 肉の池澤 鹿児島県産黒毛和牛
モモステーキ３枚セット

鹿児島県産黒毛和牛の
やわらかなモモステーキ

Kurozu farm人気の
黒酢3本セット

¥ 2,468

黒酢ドリンク2本
黒酢ドレッシング1本

ブランシェ Kurozu farm
黒酢3本セット すすむ屋茶店人気商品

こくまろと水出し煎茶の
セット

¥ 3,132ブランシェ お茶セット
¥ 3,240

桜島小みかんジュース4本
甘夏みかんジュース4本

ブランシェ 桜島小みかん
ジュースセット

マルスウイスキーツインアルプス
マルスウイスキー3&7  40%

¥ 5,400

黒豚ローススライス約350ｇ
黒豚バラスライス約350ｇ

精肉 肉の池澤 鹿児島県産黒豚
しゃぶしゃぶセット

（4～5人前）
やわらかな鹿児島県産
黒豚のしゃぶしゃぶセット

こくまろ （100g）
水出し煎茶 （5g×20個）

¥ 2,430

旅する丸干しスタンドパック4種類

ブランシェ 旅する丸干しスタンド
パックセット
下園薩男商店で人気の旅
する丸干しスタンドパック
のセット

桜島産の小みかんと甘夏
みかんのジュースセット

¥ 3,362

ドレ・ソース3本
いんげんのポタージュスープ2箱

ブランシェ ドレッシング・
スープセット
野菜の旨みをとじこめた
たるみず畑の特製ドレ・
ソースとスープのセット

「鹿児島を楽しむ」ギフト

キレイが始まる雑穀ごはん（白米）、キレ
イが始まる玄米ごはん、キレイが始まる
雑穀ごはん（玄米）、兵庫県産恋の予感、
佐賀県産夢叶う 各１点

¥ 3,024北野エース 鎌田醤油セット
香川の老舗醤油メーカー
のだし醤油やうどん醤油な
どのセット

だし醤油、さしみ醤油、サラダ醤油、ぶっ
かけうどん醤油、低塩だし醤油、ポン酢
醤油、自然流つゆ 各200ml×7種類

¥ 3,828
北野エース マルスウイスキーセット

本坊酒造が手掛けるマル
スウイスキーセット。香りや
コクを味わえる逸品

¥ 3,500
精肉 肉の池澤 特選焼豚・

ウインナーセット
特選焼豚と人気のウイン
ナーセット
にくせんオランダ坂 国産荒挽ポークウイ
ンナー 500g、特選 焼豚もも1本、特製
タレ付き

大人のための贅沢なパスタソース（ラ
グー、バジルクリーム、チーズクリーム、
アマトリチャーナ）4種類　各２個
あごだししょうゆパスタのもと×２本

季節のフルーツとゼリー
の詰め合わせ

北野エースでしか味わえな
いパスタソースセット

¥ 3,780

写真はイメージです

トロピカーナ 旬の果物詰め合わせ

季節のフルーツとゼリー
の詰め合わせ

¥ 2,700

写真はイメージです

トロピカーナ 旬の果物詰め合わせ

軽めのコーヒーと濃いめの
コーヒー合計10種類の味
が楽しめるドリップセット

¥ 1,836

mediumドリップ5種類
darkドリップ5種類

トゥ・レ・ジュール ミディアム＆ダーク
ドリップセット

トゥレジュールオススメ珈
琲豆が6種類入ったドリッ
プセット

¥ 1,728

ドリップパック6種類×2杯

トゥ・レ・ジュール カップオンギフト
（12杯入り）

トゥレジュールオススメ珈
琲豆が6種類入ったドリッ
プセット

¥ 3,348

ドリップパック6種類×4杯

トゥ・レ・ジュール カップオンギフト
（24杯入り）

果物が贅沢に入った
ゼリーの詰め合わせ

¥ 3,780

フルーツゼリー6個

トロピカーナ 果物ゼリーセット

季節のフルーツとゼリー
の詰め合わせ

¥ 4,320

写真はイメージです

トロピカーナ 旬の果物詰め合わせ

麺師によって厳選された
素材を生かし1本1本丹精
込めて作りあげた素麺

¥ 2,160

島原手延素麺50ｇ×40束

北野エース 島原の光 2ｋｇ

素材にこだわった
「果実を味わうゼリー」

¥ 3,220
北野エース ゼリー詰め合わせ

谷尾食糧ゼリー２連
いちじく、白桃、ラ・フランス、パイン＆シークワー
サー、ポンカン、ブルーベリー　各１点

その他にも多彩なギフト商品をご用意しております

「食卓を豊かにする」ギフト「食卓を豊かにする」ギフト

お問合せはB1F食品フロア各ショップまで

グロサリー 北野エース
TEL：099-216-8825

精肉 肉の池澤
TEL：099-227-8220

果物 トロピカーナ/野菜 やせや八兵衛
TEL：099-227-0228

ブランシェ～かごしま まちの駅～
TEL：099-248-8881

自家焙煎珈琲豆 トゥ・レ・ジュール
TEL：099-222-7531

鹿児島市内への配達は
お得なマルシェ便をご利用ください。

詳しくはスタッフまで

〈営業時間〉全店 10:00-20:00

税込2,160円以上お買上げで

送料　　  円���
※三辺合計120cm以内の場合
※クール便は価格が異なります


