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6月28日（金）～7月22日（月）6月28日（金）～7月22日（月）

応募箱設置場所 ※一部対象外のショップ、商品、サービスがあります。街かど案内所前 （設置時間）9：00～20：00

ハズキルーペ

ハルネ
賞

7組様 A賞3名様A賞3名様 B賞10名様B賞10名様
銀座千疋屋 果実ゼリー詰合せ

C賞100名様C賞100名様
ハルネ小田原お買物券3千円分

税込800円以上お買上げで1スタンプ、異なる店舗のスタンプ2つ集めて応募可能！税込800円以上お買上げで1スタンプ、異なる店舗のスタンプ2つ集めて応募可能！
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熱海ベイリゾート後楽園
オーシャンスパ 「Fuua」 ペア入館券＆
レストラン 「HARBOR’S W」
ペアランチブッフェ券

フーア

ハーバーズ ダブル

※デザイン・拡大度数等はご指定いただけません

日帰り
熱海を
楽しもう！

イイネ！ハルネ！

2019.June

No.032

3本すべて濃厚な赤ワイン！！普段
店舗にはご用意のないワインです。
ぜひお試しください。

金賞受賞フランスワイン3本セット
パルルモン・エリタージュ カベルネ・ソーヴィニヨン
コロッサル メルロー・シラー
モナスティエール メルロー

2,980円（税込）

カルディコーヒーファーム
☎22-0028

小田原のプレミアム梅干雲上です。
お土産としてもお求めやすい値段です。

小田原十郎梅プレミアム
雲上
1箱（5個入） 1,620円（税込）

小田原田中屋本店
☎22-6434

地元のヒノキを使用して、寄木と
ろくろの技術を合わせて作った
木製品。

ひきよせ/2段Lディッシュ/
ヒノキ　6,048円（税込）

TAKUMI館
☎46-9306

当店人気商品の詰め合わせギフトです。
【7/1（月）～15（月・祝）まで】

正栄堂のおすすめギフト　3,240円（税込）

曽我乃正栄堂　☎22-1188

新商品のパイナップル餡最中とマンゴー
餡最中など、夏におすすめの最中を詰
め合わせました。

 新商品  季節のもなか 夏
1箱（10個入） 1,900円（税込）

数量
限定

数量
限定

最中工房小田原種秀　☎23-6508

新潟銘醸八海山の夏の限定生原
酒です。
深い味わいと爽やかさが特徴！
（有料ギフト箱もございます）

八海山　特別純米生原酒
720㎖
1,675円（税込）【限定50本】
1.8ℓ
3,350円（税込）【限定12本】

藤木屋　☎22-6425

国産の干物を詰め合わせにしました。

国産特選詰め合わせ
4,320円（税込）

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。【～8/31（土）まで】

魚國特製 切り身ギフトセット
3,000円（税込）～5,000円（税込）

キッチンうおくに　☎20-3962

国産フルーツを使ったゼリー
4種と水羊かんの詰め合わせ。
ピオーネ・りんご・水羊かんが
新しく仲間入り！
【～8月中旬頃まで】

 新商品  

菜の花ゼリー詰め合わせ
1個 280円（税込）
8個入 2,340円（税込）

菜の花ヴィレッジ
☎23-1567

※画像はイメージです。



●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。

イイネ！ハルネ！ 2019年6月28日（金）発行

H a R u N e  S u m m e r  G o u r m e t

海鮮横丁うおくに　☎22-1234

奈良県産五條市より取り寄せたつくね芋
をたっぷり海鮮丼の上にのせました。

海鮮とろろ丼　1,390円（税込）

田むら銀かつ亭　☎22-8989

旬をむかえた今が一番美味しい鯵を
お楽しみください！

鯵なめろう丼　1,490円（税込）

きみのそば　☎24-5053

新鮮夏野菜と十割そばを
お楽しみください。

夏野菜とエビの天ぷらそば
冷 1,200円（税込）　温 1,300円（税込）

小田原店
限定
メニュー

ヴィ・ド・フランス　☎23-4678

スイス産発酵バターを使用し、岩塩を
かけて焼き上げました。

塩バターフランス 1個　110円（税込）

ライム入りでスッキリ爽やか！この時期に
おすすめのドリンクです。

瀬戸内レモンソーダー　320円（税込）

菜の花ヴィレッジ　☎23-1567

小田原産の夏柑を丸ごとくりぬいてゼリーにしました。
夏柑丸ごとゼリー　1,080円（税込）

自家焙煎のコーヒー豆をネルドリップで丁寧に落とした
アイスコーヒーと、濃厚なミルクアイスを使用した絶品
コーヒーフロートです。【～8月中旬頃まで】

　　　　　　　  コーヒーフロート　630円（税込）

暑い夏を愉しむ！がテーマの夏展では、涼やかなガラスや風鈴、モダンな
日傘、手織り綿の衣をご紹介します。【6/29（土）～7/8（月）まで】

ショップ
イベント情報

夏の無料体験会
健康カウンセリング・体力診断・マシン体験・ストレッチ体験ができます。
まずは一度体験してみませんか？

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

カーブス　要予約☎23-5513
女性
限定

ドイツの健康靴「ビルケンシュトック」から
カラフルなルームシューズが登場！

ビルケンシュトック
ルームシューズ
各 8,100円（税込）

メトロマルタ　☎46-8634

自家製塩ダレで味付けしたお弁
当は当店おすすめの一品です！

豚塩カルビ丼　1個 540円（税込）

中ちゃん家のお惣菜
☎21-0140

神奈川県産の果実で作った夏にピッタリのゼリー。

巾着ゼリー　各 185円（税込）～

朝ドレファ～ミ♪　☎23-3100

甘酢のさっぱりとした酸味が食
欲をそそります。

アジ甘酢
378円（税込）

山安ひもの　☎20-1147
大人気のあげかま6種セットをつまみに、神奈川
の地酒3種類の飲み比べをお楽しみください。
【～7/22（月）まで】

神奈川の地酒 3酒飲み比べ＆
あげかま6種セット　1セット 1,620円（税込）

小田原かまぼこ本陣
☎46-7448

夏野菜のトマトと蒸し鶏の
サラダです。チーズと食べて
も◎！【～7/5（金）まで】

トマトサラダ
1個 270円（税込）

小田原田中屋本店
☎22-6434

夏物商品が大変お買得と
なっております。ぜひお立
ち寄りください。

サマーセール開催中！

サマーセール開催中！ 一部商品最大33％OFF！！

fitfit　☎21-5011

毎年大人気の夏期限定商品！ご自宅で
手軽にアイスコーヒーが楽しめます。

カフェカルディ ウォータードリップ
コーヒー　1個 448円（税込）

数量限定

数量限定

白ワインのような甘みと酸味。去年大好評
だった限定醸造の純米吟醸酒。

松みどり 純米吟醸 S.tokyo
1本 2,020円（税込）

藤木屋　☎22-6425

今年はかわいい貝の形になりました♪
【～8月下旬頃まで】

バニラアイスもなか
1個 200円（税込）

最中工房小田原種秀
☎23-6508

注染技法の裏表同じ柄の素敵な日
傘です。柄は竹でUVカットが施して
あります。

ツタエノヒガサ
18,360円（税込）～
21,600円（税込）

菜の花暮らしの道具店
☎22-2923

限定50本

カルディコーヒーファーム
☎22-0028

まるで本物？！フレッシュな
フルーツのガラス食器。レモ
ンが新登場！

フルーツガラスプレート
各 1個 105円（税込）～

off&on KITCHEN
☎43-6403

薫る野牧場のジャージー牛乳の味を存分
にお楽しみいただけるソフトクリーム。

天空のモーモー天使のミルクリーム
500円（税込）

地産カフェ　☎22-5053

トレンド感のあるカラー・形から、ベーシックなものまで取り揃え
ております。

JINS 19SS Sunglasses
各 3,240円（税込）～5,400円（税込）

ＪＩＮＳ　☎23-6615

NEW

菜の花暮らしの道具店の「夏展」Event!

 新商品  

※写真はイメージです。


