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Kitchen car

BREAD

Handmade

BBQPIT 
あざみ野ガーデンズ
［バーベキューピット］ 
tel.050-3188-8900

ブール アンジュ
［ベーカリー］ tel.045-901-2766

アトリエ木下
［写真スタジオ］ 
tel.045-909-1158

東急Sレイエス 
フットボールスクール 
あざみ野 [フットサル] 
tel.045-903-1095

北野エース 
フーズブティック
［フードストア］ 
tel.045-905-1511

東急あざみ野テニスガーデン 
[テニス]
tel.045-905-2051（アウトドア）
tel.045-909-1500（インドア）  

アトリエ木下 × PET-SPA

BBQPIT あざみ野ガーデンズ × あざみ野ガーデンズ スポーツ施設

ギャップストア たまプラーザ テラス店 × あざみ野ガーデンズ スポーツ施設

どちらかの店舗でお買い上げのレシートを
もう一方の店舗でご提示いただくと

スープストックトーキョー
たまプラーザ テラス店

100本のスプーン
あざみ野ガーデンズ店×

あざみ野ガーデンズ スポーツ施設利用者限定

あざみ野ガーデンズ スポーツ施設利用者限定

※ご来館の際は新型コロナウイルス感染症拡大防止対策にご協力お願い致します。
※価格はすべて税込です。※軽減税率8％が適応される店舗がございます。詳しくは各店舗へお問合せください。※商品の数に限りがございます。品切れの際は
ご容赦ください。※価格は予告なく変更になる場合がございます。※イベント・キャンペーンの内容は変更・中止になる場合がございます。※写真はイメージです。

〒225-0023 神奈川県横浜市青葉区大場町７０４-１1　https://www.azamino-gardens.jp/

日程 3/4㊏・5㊐・11㊏・12㊐・18㊏・19㊐
日程 3/3㊎～31㊎

10:00～17:00

参加費 1,100円

BBQグリルでオリジナル
マグカップ楽焼き体験
マグカップに好きな
絵や文字を描いて
BBQグリルで焼き上
げるワークショップ。

あざみ野ガーデンズ

あざみ野 三規庭

たまプラーザ テラス

参加費 500円

ワンコインペット撮影体験会
プロのカメラマンに
よるワンコイン撮影
会を開催。もれなく
携帯待受け画像を1
カットプレゼント！

外皮はパリパリ、中はもっちりとし
た食感のクロワッサンを中心に豊
富なラインナップをお届けします。

新たなまちの仕掛けづくりに挑戦
している広場「ネクサスチャレンジ
パーク早野」でイベントを開催。
詳しくはInstagramをご確認くだ
さい。 ＠ncp_hayano

※事前予約制。※火・水曜日は実施しておりません。（祝日を除く）
※ペット単体での撮影となります。※衣装はご持参ください。

日程 3/25㊏～31㊎

アウトレットセール
輸入お菓子など
お買い得商品が登場！

※なくなり次第終了の商品も
　ございます。

ウェアセール

場所 インドアコート
日程 3/11㊏～30㊍

各種メーカーのウェアを
特別価格にて販売！

日程 3/25㊏～31㊎
対象 新年少～新6年生

※日程によって対象学年が異なります。

料金 新年少～新年長 1,100円／1回
新小学1～6年生 2,200円／1回

春の短期スクール2023
～春から始めるキミの一歩～
フットサルを始めたいお子様、
チームでもっと活躍したい
お子様へオススメのイベント。

全カットデータ（20カット相当）を
限定特別価格11,000円にて販売！ 体験された方に

ドリンク割引チケットプレゼント！
利用可能期限 ： 3/25㊏～4/25㊋

3/31㊎までのご入会で入会特典あり！
※詳しくは店舗へお問い合わせください。

日程 3/3㊎～31㊎

日程 3/25㊏～31㊎

日程 3/3㊎～31㊎

日程 3/7㊋▶13㊊

フライヤー設置店舗 東急あざみ野ゴルフガーデン、
東急あざみ野テニスガーデン、アディダス フットサルパーク
あざみ野、東急Sレイエス フットボールスクールあざみ野

日程 3/16㊍ ～4/16㊐
お買い上げ期間
●100本のスプーン あざみ野ガーデンズ店
  3/3㊎～31㊎ ※レシートはオーダー時にご提示。
●スープストックトーキョー たまプラーザ テラス店
  3/16㊍～31㊎ ※レシートはお会計時にご提示。
優待ご利用期間 3/16㊍～4/16㊐

対象施設 東急あざみ野ゴルフガーデン、
東急あざみ野テニスガーデン、アディダス フットサルパークあざみ野、
東急Sレイエス フットボールスクールあざみ野

あざみ野ガーデンズのスポーツ施設に設置の
「GAPクーポン付きフライヤー」を、Gapストア
たまプラーザ テラス店へ持参いただくと

ご利用条件 受付時、スポーツ施設の会員証をご提示ください。
※フットサル会員様は会員証提示もしくは、会員様である旨と会員番号をスタッフまで
お伝えください。※アルコール飲み放題(1時間・2時間)、ソフトドリンク飲み放題は
対象外。※1組10名様まで(10人以上でご利用の場合、11人目からは通常料金)。

あざみ野ガーデンズのスポーツ施設会員証ご提示で

アトリエ木下「ワンコインペット撮影体験会」
ご参加の方限定でPET-SPAにて

BBQPITでのアルコール飲み放題（3時間）
1,000円OFF

❶店内商品5%OFF

※登録済の方も対象。

❷GAPメンバーシップ登録で
  10%OFF

　　ネクサス
チャレンジパーク早野
移動販売イベント

1等

日程 3/11㊏・12㊐10：00～16：00
レシート対象施設 あざみ野ガーデンズ、あざみ野三規庭、たまプラーザテラスの全店舗

抽選会場 あざみ野ガーデンズ プロムナード

期間中、対象の3施設にて
2,000円（税込）以上お買い上げで
1回抽選会に参加！家電や食料品など
豪華賞品が当たるチャンス！ 

アイリスオーヤマの電気圧力鍋 4.0L

※レシート合算可（別施設の店舗でも対象）。 ※あざみ野ガーデンズ以外の施設では抽選できません。 ※抽選への参加はお買物の当日に限らず、抽選会期間中のレシートであれば参加可能です。

❶店内商品550円（税込）以上お買い上げで
  おやつプレゼント
❷トリミングご利用で 
  550円（税込）のオプション
　（6種類から選択可）サービス

※体験会のレシートをご提示ください。

ソフトドリンクサービス
※１レシートでグループ全員ご優待いたします（1回限り）。
※サービスのドリンクは一部対象外商品がございます。

※スープストックトーキョー たまプラーザ テラス店は、
　3/3㊎～15㊌の期間改装のため休業。

3/16㊍
リニューアル
オープン

※フライヤーはイメージです。

New Open!

新店
舗情報

その他、「ファームドゥ」のお米セットや
「北野エース フーズブティック」の
食品詰め合わせなど
豪華賞品が
当たります！

Information

まちがもっと好きになる！ まちがもっと楽しくなる！

あざみ野ガーデンズ ショップイベント

あざたま コラボイベント



パン

焼き菓子焼き菓子 焼き菓子 パン

焼き菓子

焼き菓子

種類豊富なパンやキッチンカーが登場！
今回は地産地消の活動をおこなう
「横浜農場」からも出店！
美味しい！楽しい！再発見の2日間をぜひ。

※荒天中止
3/25土・26日 10：00～15：00
場所 あざみ野ガーデンズ プロムナード

横浜唯一のワイナリーで醸造した
ハマのクラフトワインをお楽しみ
ください♪

つながるマルシェの
インスタグラムで
情報随時発信中！

＠azaminogardens.marcheをフォロー 
もしくは【つながるマルシェ】で検索してね！

横浜のオーガスタミルクファームの
美味しいミルクに国産はちみつを
使った「ハニーカフェオレ」がオススメ。

サンクスミルク
パンのお供

横濱ワイナリー

横浜市内の食材を使用してニュー
ヨーク×ジャマイカの要素を取り入
れた新しいチキンオーバーライス。

「横浜農場」とは？
食や農に関わる多様な人々、農畜
産物、農景観など横浜らしい農業
全体を一つの農場に見立てた言葉。
横浜市では、この「横浜農場」を
使い、農業のPRを進めています。

SugiMesi

素材の旨みを最大限に引き出し
た本場フランスのパン。

Boulangerie
Ensemble

1年ぶりの出店！前回好評の「あ
まなつのチョコがけ」も販売。

瑠美子の台所
〈Rumiko’s Kitchen〉

『何を入れないか』にこだわっ
た安心安全で美味しいパン。

ブーランジェリー
シュシュ

マルシェやパン祭りで人気の国
産食材を使ったお食事パン。

せたがや
ブレッドマーケット

隠れ家ベーカリーが初出店！1
番人気はやみつきメロンパン。

ブーランジェリー
ふくふく

本場フランス人シェフの手作り
スイーツと総菜をご提供。

ル・ジャルダン・
ゴロワ

希少なラルゲタ種アーモンドな
ど信頼性の高い商品をお届け。

カモマイルクラブ
セレクトフーズ

本場フランスで愛されている食
材を使用したタルト専門店。

タルトリーアルベール
巣鴨地蔵通り本店

ココロベーカリー

ゆずかチャイ

季節感を感じられるアイシング
クッキーや焼き菓子をご用意。

Chatty-sweets

揚げたてサクサクの食感をお楽
しみください！

FRIED pride.

経験豊富な本場のシェフが作る
カレー。特製ナンとケバブをぜひ！

Himalaya Curry

バリスタ歴10年以上のこだわり
が詰まったシルキーカフェラテ。

BOWWOW
COFFEE

ドイツ人シェフ手作りの身体に
やさしい無添加ソーセージ。

BARDUHN
ドイツ デリカテッセン

ベトナム風のサンドイッチ“バイ
ンミー”が登場。

mikaバインミー

パン

パン

パン パン焼き菓子 焼き菓子 焼き菓子

3/26日

パンのお供

パンの楽しみが広がる、ちょっと
贅沢なはちみつ製品をご用意。

HANAP

3/25土

オーガニックシュガーを使用した
カップ入りのふわふわなわたあめ。

canamoflage

3/25土

国産小麦・新鮮なバター・朝採れ
卵を使用した優しい味の焼き菓子。

大人気の「アップルカスタード」
と「ごまささめ」をぜひ！

添加物を一切使用しない生地
で作る安心・安全なパン。

簡単にチャイが楽しめるチャイ
シロップ「ゆずかチャイ」を販売。

kiltshou

3/25土

パン

プロローグ
プレジール

3/26日

30種類以上の味が楽しめるプ
リンやカヌレなどがラインナップ。

PetitePatisserie
BOOO

3/26日

3/26日3/26日3/26日

3/26日3/25土3/25土3/25土・26日

3/26日

3/25土3/25土

3/26日3/25土3/25土・26日

3/25土3/25土・26日 3/25土3/25土・26日 3/25土

パン

※写真はイメージです。※イベント・キャンペーンの内容は変更・中止になる場合がございます。

「横浜農場」からも初出店！
キッチンカー キッチンカー

Work Shop

参加費 お一人様 2個 1,000円
（希望者のみ生地作り別途500円）

お子さまでも簡単にできる工程で、春を感じる
「さくらあんぱん」を作りましょう！トースターで
焼き上げ、焼きたてをお持ち帰りいただきます。

日々のパン

パンとおやつの教室
*tete*

みちぱん
こどもの国店

3/26日

3/26日

3/25土

手作りパン教室

所要時間 1時間前後

開催時間 10：00～/11：00～/12：00～
/13：00～/14：00～

開催時間 10：00～/11：00～/12：00～
/13：00～/14：00～

所要時間 30分程度 
※完成品の受け渡しは、終了20分後

所要時間 約45分

みちぱんのパンを描いてみよう！
最後には食べることができます♪

アート教室

参加費 1,500円

参加費 500円～1,000円

対象年齢 3歳以上

パンの材料で作る、ミニチュアパン作り体験
です。お子様から大人の方まで、お楽しみいた
だけます！

ミニチュアパン作り体験

※小学生までのお子様につき大人１名同伴可 
※参加人数によっては椅子がご用意できない場合があります。

Bread & Food

Kitchen Car


