
魅力たっぷりの
ウマイモンを、一挙大公開！

湘南ナビ！だけのクーポンも
掲載しています！

詳しくはWEBでチェック！
お得に湘南ナビ！を楽しもう！！

COUPON!
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湘南ナビ！ 編集部
おすすめ「うまナビ」

みんなも「いいね !」してね！
Facebook
湘南ナビ !

みんなも「フォロー」してね！

Twitter
湘南ナビ !

湘南ナビ !

みんなも「フォロー」してね！

SNS 随時更新

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、営業時間・店休日など変更となっている場合がございます。

HibiPan 食パン専門店
秦野市鶴巻南2-10-19 tel 0463-79-6167

印刷会社の本来捨ててしまう紙が
メモ帳に生まれ変わりました。
身近なことから
「エコ」を始めてみませんか？

オリジナルメモ帳
Debut!

HibiPan

店頭にて

発売中

販売
お問い合せ

Rénne Reduce Lab
湘南ナビ！
tel 0463-51-1677

山協印刷株式会社製 造

誰もが知ってる
人気店や
隠れた名店の
一杯をご紹介！

地魚・塩らぁめん  680円

らあめん特集
大好評企画！！

湘南ナビ！限定クーポン！

※本券1枚でお1人様のみ有効

らぁめん各種（1玉）

片瀬漁港直送！地魚スープのらぁめん

魚100％だから、
濃厚だけどこってりしていないスープは
飲み干したくなるくらいのおいしさ。

【住　所】藤沢市片瀬海岸1-4-7
  ☎0466-66-8243 【定休日】不定休

江の島らぁ麺 片瀬商店

湘南ナビ！では
ラーメン店を
たくさんご紹介
しています

隔月第2金曜日
更新

「らあめん特集
」！

お店選びの参
考に！

680円→630円に50円引き！

Local vegetablesLocal vegetables

4・5月号は
旬をいただきます！
「地場野菜」特集です。

THE CIRCUSのカマンベール
チーズケーキくら～

心をこめた、幸せの贈りもの。

今回の特集は…
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ギフトスイーツ

バレンタイン・ひなまつり・ホワイトデー…
 気持ちを伝えるイベント目白押し！
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湘南ナビ! 
編集部おすすめ
「うまナビ」
魅力たっぷりの
ウマイモンを一挙大公開！

  シャリもち！
新食感のモダン和菓子

▲江ノ電電車缶 1,080円 
　瓦せんべい2枚×10個入
　（通信販売などの場合は別途送料850円）

食べ終わった後の使い方いろいろ。
湘南からのお楽しみ缶♪

ピネードのおやつと言ったらこれ！
ひと口サイズのカステラです。

▲シフォン 594円▲シフォン 594円

紙ナビ持参で、店内で飲食をした場合

お会計より 5％OFF
チーズケーキ1ホールお買い上げにつき
オリジナルステッカーを
1枚プレゼント

レストラン なんどき牧場 THE CIRCUS 】スカーサ ザ【 

有効期限：2021年3月末日まで  他クーポンとの併用不可
 

他クーポンとの併用不可

茶師が
とことん追求して作った
本格派アイス

▲茶来未のアイス12個セット 4,644円 [抹茶・焙じ茶・玄米茶・足柄煎茶 各94ml×3]　
　※冷凍便送料込、店頭・Web同額 ※店頭では個別購入が可能

湘南の特産品「しらす」と
「あおさのり」を使った
新感覚のお菓子！

▲し～らす  [バジル・トマト・プレーン]
　単品 389円  3種セット 1,285円
　(ネットショップは別途送料)

◀カマンベールチーズケーキ 
　1ホール 2,160円

とろ～り濃厚な
食感がやみつきに

※表示価格は税込です。

バームクーヘン S ▼
1,296円

小田原産『きぬひかり』を
メインにブレンドした米粉を使用した、
しっとりしたバームクーヘンは
ギフトにぴったりです。

３種の生地が奏でるハーモニー

青葉の香り▶
1ケ 170円
＊3ケ入 600円 
＊5ケ入 1,060円
＊10ケ入 1,930円 
(＊印はすべて箱代込み)

焼き菓子
詰め合わせ
1,000円▶

焼き菓子
詰め合わせ
1,000円▶

いちごフレーバーの焼き菓子が入った
季節の焼き菓子のギフトセットです。

▲かまくらミニ 8個入 1,404円▲かまくらミニ 8個入 1,404円

しっとりとしたスポンジと
たまご感が特徴の新商品

▲牛乳プリン 324円（イートインは330円）

ミルクと海塩の爽やかな旨み

テリーヌショコラ▶
1本 2,850円
※要冷蔵・日持ち10日間

最高級ショコラを使った
濃厚で贅沢なテリーヌショコラ。

▲雪花菜(きらず) ～米油のマドレーヌ～
　１ケ 持ち帰り価格151円～  (イートインは154円～)

バター不使用 米油とおからのマドレーヌ

◀詰め合わせセット
　1,500～2,500円

選べるクッキーの
詰め合わせギフト

▲POMPON CAKES クッキー缶 972円　
　(webshop価格 1,200円)

鎌倉発のクッキー専門店！
ぬくもりと優しさも詰め込んだ
クッキー缶

petit paquet▶
【プティ・パケ】 2,160円

うっとりとする香りと味わいのクッキー 
鎌倉紅谷
八幡宮前本店
鎌倉市雪ノ下1-12-4
☎0467-22-3492

レストラン なんどき牧場
茅ヶ崎市今宿1024
☎0467-83-2775

PATISSERIE ESPOIR
【パティスリーエスポワール】
厚木市旭町5-18-3 
☎046-229-2117

江ノ電グッズショップ江ノ島
江ノ電グッズショップ藤沢・
江ノ電グッズショップ鎌倉（ことのいち鎌倉）
でも購入が可能です。
藤沢市片瀬海岸1丁目8-5

くずバー10味
贈答用10本入り 2,820円▶

三秀堂
平塚市見附町17-21
☎0463-31-6120

kukka 【クッカ】
茅ヶ崎市高田1-13-29
☎0467-38-7780

鎌倉ニュージャーマン
鎌倉本店
鎌倉市小町1-5-2
☎0467-23-3851

AMALFI DOLCE
【アマルフィイ ドルチェ】
鎌倉市七里ガ浜1-3-14 1F
☎0467-38-1911

POMPON PANTRY
【ポンポンパントリー】
鎌倉市常盤355-9
☎0467-67-5382

THE CIRCUS 】スカーサ ザ【 
茅ヶ崎市東海岸北1丁目2-4
たかすなヴィレッジ101
☎0467-91-9373

スウィート・ベリー
久野店
小田原市久野71-4
☎0465-35-5516

茶来未
藤沢市遠藤
2526-25
☎0466-54-9205

PINEDE 】ドーネピ【 伊勢原店
伊勢原市石田682 ウメハラビル1F ☎0463-93-1170

パティスリーマロン
秦野市今泉1270-1 ☎0463-86-7160

アトリエ アンジェ 見附町店
平塚市見附町42-15-102
☎0463-26-5790

かわいい
いちごの

巾着付き
!

限定クーポン！湘南ナビ！

人気

No.
１☆

Bisco's Cafe 【ビスコスカフェ】
秦野市南が丘3-1
ショッピングセンター内
☎0463-85-5670

クーポンあり

クーポンあり


