
小田原地下街から旬の情報を発信！

●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。 ●掲載内容は、予告なく変更する場合がございます。 ●写真はイメージです。
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イイネ！ハルネ！
1st anniversary

thanks!

おかげさまで1周年！感謝を込めて大抽選会を開催！
豪華景品にご期待ください！

11月1日（日）～11月23日（月・祝）までの周
年祭期間中の2店舗以上のお買上レシート
合計2,000円（税込、レシート合算可）毎に
1回抽選。

11/1（日）～３（火・祝）、7（土）8（日）、14（土）15（日）、21（土）～23（月・祝）

A3 階段横（ジェネラルファームズ横）

各日10:00～20:00

箱根の高級旅館ペア宿泊券（平日利用）
［各1組2名様］

箱根エリアの美術館ペア招待券（7施設）［各5組10名様］

その他、　　　　　 や 　　　　 、J:COM小田原からZAQグッズ詰め合わせなど
素敵なプレゼントをご用意しています。

各地のマスコットキャラクターの登場やゲストトー
ク、プレゼントが当たるじゃんけん大会を開催します！

J:COM生中継 おいでよ小田原！
わくわくプレゼント大会！（地デジ11ch）

場所：うめまる広場、他

11月1日（日）  17:00～18:00

小田原市、大井町、松田町、開成町のマスコットキャラク
ターなども集まり、各地の観光PRや地場産品の紹介・販
売などを行います。 ※日時により内容が異なる場合があります。

おだわら・あしがら遊山！地物まつり

場所：中央通路

11月1日（日） ・ 3日（火・祝） 各日10:00～16:30

三味線と胡弓の音色が響く、幻想的な踊りです。街な
がしと誰でも参加できる輪踊りをお楽しみください。

小田原風の盆

場所：ハルネ小田原館内通路、錦通り商店街

11月1日（日）  18:00～20:00

ひのきのプールやかまぼこつみきコーナーで子どもが遊べる
（無料）ほか、赤ちゃん用コマ作り体験（11/15のみ）ができます。

おだわら木の広場
～木の温もりを感じよう～

場所：うめまる広場

11月3日（火・祝）・15日（日）  各日11:00～16:00

手作りのアクセサリーや雑貨を展示販売。出店者と直接お話
しをしたり、普段は出品されていない一品にも出会えるかも。

壁からとび出した壁屋総本舗
～壁屋まつり～

場所：うめまる広場

11月23日（月・祝）  11:00～17:00

製作後は、ミュージシャンと一緒に演奏します。
費用 4,000円　定員15名※申込みはお電話にて。（先着順）

小田原産木材でカホンを作って
叩いてみよう！ワークショップ 

場所：うめまる広場　☎：22-7146（小田原市民会館）

11月22日（日）  13:00～16:30

小田原のものづくりの現場やかまぼこの食べ比べ
などを楽しみながら、まち歩きをします。
参加費1,500円（昼食込み）　定員40名 ※申込みはお電話にて。

小田原の海なりわいを訪ねるまち歩き

集合場所：ハルネ広場 ☎：22-2834（NPO法人小田原まちづくり応援団）

11月2日（月）  10:00～15:30

オリーブオイル鑑定士の長友姫世さんによる講演会（13時～
14時）のほか、オリーブオイルのテイスティングなどを行います。

長友姫世氏のオリーブ教室
～本当の「オリーブオイル」とは～

場所：うめまる広場

11月7日（土）  12:00～15:00

寄木と漆器の展示即売会のほか、寄木のズク削
り体験などができます。

小田原・箱根の伝統工芸
寄木と漆器展

場所：ハルネ広場

11月6日（金）～8日（日）  各日10:00～18:00

水書き体験や間抜材を使った工作教室など、環
境にやさしいワークショップを開催するほか、足
柄茶や小田原紅茶もお楽しみいただけます。

エネママカフェ”Zero”

場所：うめまる広場、ハルネ広場

11月13日（金）～14日（土）  各日10:00～16:00

※詳しくは、館内ポスターをご確認ください。

［対象外店舗：壁屋総本舗］

金乃竹 塔ノ澤

箱根ラリック美術館、ポーラ美術館、彫刻の森美術館、箱根ガラスの森美術館、
星の王子さまミュージアム、成川美術館、箱根クラフトハウス 体験コーナー

吉池旅館 富士屋ホテル 和心亭 豊月

実施期間（合計10日間）

参加条件 抽選会場

実施時間

上記の期間中、豪華景品が当たる抽選会や地元ならではのイベントを多数ご用意し、お客さまのご来店をお待ちしております。

期間：11／1（日）

▲

23（月・祝）



この期間にしか買えないお得な福袋や限定商品、
今だけの限定価格商品を販売いたします。

●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。●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。

〒250-0011  神奈川県小田原市栄町一丁目1番7号
HaRuNe小田原 検索http://www.harune-odawara.com/

メトロマルタ

小田原宮小路発の厳選ナッツとドライフルーツの専門店「ｗａｒａ no 
bag」の大人気商品を限定販売！

黒糖マカダミアナッツと黒糖クルミの限定パック 1袋（80g） 756円
曽我乃　正栄堂

小田原の特産品を使った6種類のまどれーぬ。（湘南ゴールド、夏蜜
柑、梅、足柄茶、桜、ブルーベリー）各地の味をお楽しみください。

和菓子屋のまどれーぬ　つめ放題で500円
和菓子

キッチンうおくに

海老を５本使用しボリューム満点！自家製タレがマッチして海老好き
にはたまらない一品です！　※専用のパックにて販売いたします。

特選 海老天重　1,000円（1日限定20個）
魚惣菜

中ちゃん家のお惣菜

当店人気のタレ焼肉弁当を1周年記念限定価格にてご提供。1日
限定20食の特別プライス！是非この機会にお買い求めください。

相州和牛 A5焼肉弁当　1,058円→842円（1日限定20個）
和洋惣菜海鮮横丁うおくに

定食をご注文の際、プラス200円で魚國特製カニ汁に変更でき
ます！早い者勝ちです！

魚國特製カニ汁　400円→200円（1日限定20名様）
海鮮レストラン

GENERAL FARM'S

チラシを見た！とお答えいただければ、メニュー内のパスタをどれで
も1皿365円でご提供。1日先着5名様までの特別企画です！

ハルネ1周年おめでとうパスタ！　980円→365円
手作りパスタ、ワイン、食品

小田原かまぼこ本陣

揚げかまぼこ2人前セットを1周年を記念して限定価格でご提供。おつまみ
セット、こだわりセット、ファミリーセットの3種をご用意してお待ちしております。

プチギフト（3種）　各1,404円→各1,123円
小田原かまぼこ・おでん種他

服飾、コスメ、etc

北条楽市

小田原に居を構えた、後北条氏のチビ武将グッズ詰め合わせです。
1周年記念の限定品を集めました。

チビ武将　ハルネ1周年記念BAG 3,000円
小田原みやげ

富貴包子楼

NEW
OPEN!

黒豚にこだわって和風テイストに仕立てたジューシーな焼売。一度食
べたら癖になる味をどうぞ召し上がれ。

黒豚焼売　1,296円→1,080円（12個入り）
中華惣菜

off&on ＫＩＴＣＨＥＮ

便利なボタン付きなので、ブランケットだけでなくボレロやポンチョとし
ても使える3ｗａｙブランケットです。

3ｗａｙブランケット　745円
キッチン雑貨 きみのそば

通常の「もりそば」を1周年記念として2人前の量でご提供。大盛り
以上の量ですので、大満足できるボリュームです。

富士山盛り　800円（1日限定10皿）
そば処最中工房 小田原種秀

ロゴや写真を入れて、大切な日の思い出を最中に刻んでみませんか？
刻印最中　1個 270円→216円

最中専門店 地産café

ラングドシャと生クリームの絶妙なシンフォニーをお楽しみください。
クレミアソフトクリーム　550円

カフェ・スイーツ

山安ひもの

脂のりの良い縞ホッケを限定販売！工場直売だからできる激安価格
です！ ※数量限定となります。

縞ホッケ開き干し 3枚入り 515円
ひもの

ヴィ・ド・フランス

ハッシュポテトとタマゴサラダの上にチーズソースとモッツァレラチーズをのせ
て焼き上げました。からしマヨとチーズで焼き上げたゆでたまごもオススメです。

ハッシュポテトエッグ163円/ひょっこりゆでたまご151円
ベーカリー、イートインＬａ Ｍａｓａ

小田原産の魚介をふんだんに使用したパエリア。旨みたっぷりの
特製スープで炊き上げました。是非ご賞味ください。

小田原パエリア　2人前 5,184円
スペイン料理

ｆｉｔｆｉｔ

羊革で足入れもよく、ヒールの高さも2.5㎝と履きやすいエアリーレザー
インヒールフラットブーツ（各16,092円）がオススメです。

ブーツ500円引き ※一部除外品あり
婦人靴

菜の花ヴィレッジ

クリームチーズは北海道乳業さん、牛乳は富良野牛乳さんのものを
使用。ふわっとした食感は絶品です！

焼たてチーズタルト 1個 250円
和洋菓子、生活雑貨、カフェ

ＴＡＫＵＭＩ館

ぬくもりあるシンプルで素敵なお椀を1周年記念価格で販売。杉の間
伐材を使用した「利久箸」もオススメです。

お椀いろいろ 3,240円→2,160円など
木製食器、木製雑貨

カルディ コーヒーファーム

11/5～8の4日間、1周年セールを開催いたします！

コーヒー豆半額 ※一部除外品あり
店内商品レジにて全品10％OFF ※半額のコーヒー豆は除く

コーヒー豆・輸入食品 朝ドレファ～ミ♪

※朝ドレ業者による対面販売イベントを開催！〔11月1日、2日のみ〕
レジにて全品１０％割引

農産物直売所 シーズンコレクション「ふくらん」

小田原短期大学とのコラボ商品。レモン風味のクリームチーズと梅
の香り引き立つ爽やかな味わいのゼリーがコラボしたデザートです。

ぷるるん梅ゼリー 1個 270円→220円（出店期間11/4まで）
洋菓子

ＪＩＮＳ

店頭にてメガネをご購入のお客さまに、2本目以降から特別割引いたし
ます。複数本のご購入のチャンス！この機会をお見逃しなく！

店内全商品2本目以降1,080円引き！（3本で2,160円引き）
メガネ・サングラス

小田原田中屋本店

お好きな惣菜・佃煮を5パック1,080円にて販売。ハルネ小田原1周
年を記念した超特大セールです！ ※一部除外品あり

惣菜・佃煮よりどりセール 5パック 1,080円
梅干し、佃煮、惣菜

田中屋1周年感謝袋
［期間中限定100袋］ 1,080円
小田原田中屋本店　

11月1日～3日の3日間限定。総額2,000円相当の厳選した佃煮
が5パック入った1周年限定の感謝袋を販売いたします！

（火・祝）（日）

もれなく
「珈琲割引券」

付き

［梅干し、佃煮、惣菜］

お買い上げプレゼント開催！

朝ドレファ～ミ♪

1,500円以上お買い上げで、「新米キヌヒカリ（約３合分）」をプレゼ
ント！（各日先着３００名様）さらに、2,500円以上お買い上げで、「朝
ドレッシング（玉葱または梅）」を1本プレゼント！（各日先着50名様）

［農産物直売所］

チビ武将 ハルネ1周年記念
3日間限定スペシャルBAG
［期間中限定10袋］

5,000円
北条楽市　

このBAGでしか手に入らないチビ武将グッズ詰め合わせ袋！
3日間限定のスペシャルなBAGとなっています。

［小田原みやげ］

かまぼこメーカーお楽しみセット
［各日限定10袋］ 2,160円
小田原かまぼこ本陣　

普段本陣にも売っていない商品も出品！1周年を記念して各メーカー
のご協力を得て、お得間違いなしのお楽しみセットを販売します。

［小田原かまぼこ・おでん種他］

種秀お試しセット
［期間中限定100袋］

最中工房 小田原種秀　

人気商品の栗最中とチョコレート最中を2個ずつ、さらに種秀自
慢のもち米から作った皮と餡子まで付いたお得なセット商品です！

［最中専門店］

よくばり詰め合わせセット
（焼売、ニラまんじゅう、餃子、プチマン）各3個 ［各日限定10パック］

1,080円
富貴包子楼　

中華街で人気の点心4種類を1つに集めたボリューム満点で贅
沢な詰め合わせセットです。

［中華惣菜］

期間中、自社ポイント3倍！

off＆on ＫＩＴＣＨＥＮ　

ハルネ1周年を記念して期間中、自社ポイント3倍のスペシャル
企画を開催！

［キッチン雑貨］

ふくらん焼菓子セット
［期間中限定50袋］ 540円1袋

1,080円1袋

シーズンコレクション「ふくらん」

ラスク1種とマカロン3種が入ったお得な焼菓子セットです。

［洋菓子］

11/5～8
限定

11/2
限定

11/1～3
限定

11/1～8
限定

イイネ！ハルネ！ 2015年10月30日（金）発行

ハルネ小田原1周年祭 11/1（日）～11/23（月・祝）

1袋


