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STAMP CARD1回のお買上げ税込
800円以上で、スタン
プを1個押印。異なる
お店のスタンプを2つ
集めると応募可能。

参加方法
1 2 3スタンプカードに必要

事項（住所・氏名・年代・
電話番号）をご記入い
ただき応募箱に投函。

厳正なる抽選の上、
当選者への賞品を発
送いたします。（8月上
旬発送予定）

→ →

応募箱設置場所 対象外店舗街かど案内所前 カーブス、ヤマト運輸小田原駅手ぶら観光センター、街かど案内所、壁屋総本舗、ハルネテナント以外の催事店舗

KALDI定番のダークブレンド。アイスはもち
ろん、ホットでもお召し上がりいただけます。

アイスブレンド　200ℊ 通常567円→537円

・毎月15日、25日はコーヒー豆ポイント2倍
・6/29～7/1　ワイン2本で10％OFF

カルディコーヒーファーム
☎22-0028

夏物セール開催中（一部除外品あり）。おまとめ買いの
チャンスです！ぜひこの機会にお立ち寄りください。

レースカットストラップサンダル 最大50%OFF!

fitfit　☎21-5011

魚國の自慢の「特製切り身」3点を特別価格に
てご提供いたします。
※お試しセットの内容は日によって異なります。

　　　　　　魚國特製
切り身お試しセット　1,620円

キッチンうおくに　☎20-3962

幻の相州和牛を使った自家製
塩ダレの焼肉丼は、この夏の
当店おすすめ弁当です！

中ちゃん家のお惣菜
☎21-0140

フルーティーな辛口ヌーボー。白はもちろん
赤も冷やしておいしいワインです。

KWV 南アフリカ・ヌーボー（赤・白）
750㎖ 通常 各1,080円→945円

藤木屋　☎22-6425

6/29～7/5までもっちりアイスキャンディーを
5本購入いただくと、もう1本プレゼント！

もっちりアイスキャンディー
1本 200円

最中工房小田原種秀　☎23-6508

暑くなりはじめるこれからの季
節、夏バテ対策にオススメのお
惣菜3品。

①たこと海藻の酢物 　②エビと春雨のサラダ
③チキンとオニオンのマリネ
各 313円→270円

小田原田中屋本店
☎22-6434

栗まんじゅう月のうさぎと黒うさぎ。麦こ
がしの焼きまんじゅうです。

月のうさぎ
6個入 通常1,200円→1,000円

菜の花ヴィレッジ　☎23-1567

「 夏の お 買 い 得 」

SaleSaleSale
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ハルネお買物券   万円分！！
ハルネ小田原お買物券が  　　　と当たる！ドーン

ハルネ賞 5名様

ハルネお買物券   万円分 ハルネお買物券  千円分
A賞 15名様 B賞 100名様

相州和牛塩焼肉丼
1折 通常950円→750円

季節・数量
限定

セール セール

セール

セール セール

セール

セール特別価格

プレゼント

サマーセール実施中！人気のAir Frameも期間
限定価格でご用意しております。

ＪＩＮＳ　☎23-6615

お買物券
HaRuNe

①

②

③

3 1 3

※画像はイメージです

期間
限定
7/14・15

期間
限定

6/29～7/5
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HaRuNe小田原 検索http://www.harune-odawara.com/

ハルネ小田原Facebook
見ておトク、
使っておトク、
無料チラシアプリ 
シュフー

はじめました。

ハルネ小田原のショップ情報やイベント情
報だけではなく、小田原の魅力を発信しま
す。ぜひ「いいね」してください！※フェイス
ブックアカウントを設定していただく必要があります。 シュフー 検 索

ちょうちん作りワークショップ TAKUMI館

日時：～7/9（月）
若手木工作家のおも
しろくてかわいい作
品の展示販売です。

第6回
木工里まつり
き こ り

ハルネ小田原イベント情報 ショップイベント情報
菜の花ヴィレッジ

日時：7/7（土）～16（月・祝）
ベルギーリネンやオーガニッ
クコットン、竹を使った天然
素材の服が並びます。
（暮らしの道具店）

FACTORY展

カーブス ☎0465-23-5513

受付時間：平    日/10:00～19:00
　　　　  土曜日/10:00～13:00

健康カウンセリング、体力診断、マシン・ス
トレッチ体験ができます。まずは1度体験
してみませんか？お申込みはお電話にて！

身体スッキリ！無料体験会

要予約

●表示価格は、消費税を含めた総額表示です。●商品は豊富に取り揃えておりますが、万一品切れの際はご容赦ください。●小田原市の市外局番は「0465」です。●天候等の関係により、入荷の減少等が発生する場合があります。 ●写真はイメージです。

夏のイチオシグルメ！

お好きな小丼を1つ選べるうどん付きのお得なセットです。
（天丼、釡あげしらすのネギトロ丼、鉄火丼、サーモン丼、海鮮丼）

選べる小丼とうどんのセット 1,500円

海鮮横丁うおくに　☎22-1234

豆腐かつ、ロースかつ、エビの3種類がのった
贅沢な丼ぶりです。　

三色丼 1,400円

田むら銀かつ亭　☎22-8989

当日仕入れの夏野菜と、大きなエビ天、人気の
もりそばとセットでをお楽しみください。

夏野菜とエビの天ぷらそば

冷 1,100円　温 1,200円

きみのそば　☎24-5053

話題のクレミアソフトクリームに新味
「クレミアミックス」と「クレミアザ・ショコラ」が

小田原に初登場！

クレミアミックス / クレミア ザ・ショコラ

各 550円

地産カフェ　☎22-5053

雑誌でも紹介されたお洒落なメトロ
マルタオリジナル「小田原のお中元
セット」です。

NEW！小田原のお中元セット
6,388円（箱代別）

メトロマルタ　☎46-8634

マイルドカルディ、カフェグラン、プレミアムモカ
ブレンドのセットです。ツッカーノブルボンをプラ
スした20Pセット（2,000円）もございます。

オリジナルドリップコーヒー 15Pセット
1セット 1,500円

カルディコーヒーファーム
☎22-0028

暑い夏にピッタリのひんやりキッチンアイテム！
お子様から大人までお楽しみいただけます！
※単品での販売をしております。

ひんやりキッチンギフト

off&on KITCHEN　☎43-6403

山安ひものハルネ店にて大人気の「骨までパクっと！シリーズ」を詰
め合わせました。送料込みで大変お得！お中元にピッタリです！

山安お中元セット　3,780円

山安ひもの　☎20-1147

魚國ならではの新鮮な魚を自家製ダレ
に漬けた一品です。

魚國特製 切り身ギフトセット
3,000円～5,000円

キッチンうおくに　☎20-3962

小田原かまぼこ12軒から2本と、塩辛・
わさび漬3種類の中から2瓶選べるお
得なセットです。

小田原かま選
4,244円

小田原かまぼこ本陣
☎46-7448

当店自慢の相州和牛のしぐれ
煮です。この夏のギフトにぜひ
いかがですか？

和牛しぐれ煮　100g×3個入 2,900円（箱代込）

中ちゃん家のお惣菜
☎21-0140

お世話になったあの方に。田中屋
自慢の佃煮詰め合わせです。

佃煮セット 6点入り
1折 3,240円

小田原田中屋本店
☎22-6434

小田原産の夏柑を丸ごとくりぬいて
ゼリーにしました。

夏柑ゼリー　1個 1,080円

菜の花ヴィレッジ
☎23-1567

地元のヒノキ材を使用した軽くてさわやか
なボウルは夏にそうめんやサラダを食べる
のにぴったり。贈り物にも喜ばれます。
※カトラリーは別売です。

ヒノキの木のボウル　9,504円

TAKUMI館　☎46-9306

新潟を代表する2大銘醸！季節限定・数
量限定の商品です。ご予約も承ります。

八海山 大吟醸        720㎖ 4,580円
久保田 純米大吟醸 720㎖ 3,240円

藤木屋　☎22-6425

五郎力餅・曽我煎餅などが入った正栄
堂自慢のお菓子詰め合わせです。

正栄堂お中元セット
1セット 3,000円

曽我乃正栄堂　☎22-1188

夏にピッタリ！フルーティーな最中の詰め合
わせ。お中元にもおすすめです♪

「夏」最中詰め合わせ 
1箱（10個入） 1,890円

最中工房小田原種秀　☎23-6508

6/30（土）までにお中元商品を
お買い求めいただくと10％OFF！！

お中元早割 10％OFF

「夏」最中詰め合わせご購入で
マンゴー最中1つプレゼント

数量限定 Summer gift

小田原の歴史ある文化「小田原ちょうちん」を
親子で楽しく作ろう！作成したちょうちんは
ハルネ館内に展示します。
【 日 時 】7/16（月・祝） ①10：30～／②13：30～
【参加費】500円（小学校4年生以下は保護者同伴） 
【 定 員 】各回20名様 
【申込み】街かど案内所（電話受付又は来店受付） 
【問合せ】街かど案内所 ☎23-1150 詳しくはHPにて ※作品は展示終了後に返却

七夕の短冊に願い事を書こう！
短冊に願い事を書いて、笹の葉に飾りませ
んか？イベント終了後には、皆さんの願い
が込められた笹の葉を神社に奉納します。
【設置期間】
6/29（金）～7/7（土） 
※街かど案内所にて短冊を
　お渡しします。

※画像はイメージです。


