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日3木

日だけのお買得品 4金
日5土

日だけのお買得品

168円（税抜）
浅漬けの素
（レギュラー、昆布だし）（レギュラー、昆布だし）

エバラ（500㎖・1本）エバラ（500㎖・1本）

（税込価格181.44円）
118円（税抜）
袋しょうが袋しょうが
高知県産（1袋）高知県産（1袋）

（税込価格127.44円）

168円（税抜）
プチっと  うどんの素プチっと  うどんの素
エバラ（4個入）エバラ（4個入）

（税込価格181.44円）

アボカド
メキシコ産（1コ）メキシコ産（1コ）

158円
（税抜）

（税込価格170.64円）

158円（税抜）
豚モモ冷しゃぶ用豚モモ冷しゃぶ用豚モモ冷しゃぶ用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

豚モモ冷しゃぶ用豚モモ冷しゃぶ用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格170.64円）
68円（税抜）
若鶏手羽元・手羽先若鶏手羽元・手羽先若鶏手羽元・手羽先
国内産解凍（100ｇ）国内産解凍（100ｇ）国内産解凍（100ｇ）

若鶏手羽元・手羽先若鶏手羽元・手羽先
国内産解凍（100ｇ）国内産解凍（100ｇ）

（税込価格73.44円）
148円（税抜）
塩銀鮭切身塩銀鮭切身塩銀鮭切身
チリ産（100ｇ）チリ産（100ｇ）チリ産（100ｇ）

塩銀鮭切身塩銀鮭切身
チリ産（100ｇ）チリ産（100ｇ）

（税込価格159.84円）
128円（税抜）
中華くらげ中華くらげ中華くらげ
タイ産（100ｇ）タイ産（100ｇ）タイ産（100ｇ）

中華くらげ中華くらげ
タイ産（100ｇ）タイ産（100ｇ）

（税込価格138.24円）

88円（税抜）
昔ながらの焼売昔ながらの焼売
楽陽（1パック）楽陽（1パック）

（税込価格95.04円）
158円（税抜）
エリンギ袋エリンギ袋
雪国（1袋）雪国（1袋）

（税込価格170.64円）
98円（税抜）
水菜水菜
茨城県産（100ｇ）茨城県産（100ｇ）

（税込価格105.84円）
98円（税抜）
焼豚チャーハンの素
五目チャーハンの素
焼豚チャーハンの素
五目チャーハンの素

永谷園（3パック入・1袋）永谷園（3パック入・1袋）

（税込価格105.84円）

228円（税抜）
豚ローススライス豚ローススライス豚ローススライス
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

豚ローススライス豚ローススライス
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格246.24円）
158円（税抜）
豚モモカレー用豚モモカレー用豚モモカレー用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

豚モモカレー用豚モモカレー用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格170.64円）
298円（税抜）
塩サバフィレー塩サバフィレー塩サバフィレー
ノルウェー産（3枚・1パック）ノルウェー産（3枚・1パック）ノルウェー産（3枚・1パック）

塩サバフィレー塩サバフィレー
ノルウェー産（3枚・1パック）ノルウェー産（3枚・1パック）

（税込価格321.84円）
138円（税抜）
銀タラハラス銀タラハラス銀タラハラス
カナダ（100ｇ）カナダ（100ｇ）カナダ（100ｇ）

銀タラハラス銀タラハラス
カナダ（100ｇ）カナダ（100ｇ）

（税込価格149.04円）

258円（税抜）
割烹茶わん蒸し割烹茶わん蒸し
みやけ（4個入・1パック）みやけ（4個入・1パック）

（税込価格278.64円）
138円（税抜）
まいたけまいたけ
ホクト（1袋）ホクト（1袋）

（税込価格149.04円）

198円（税抜）
麻婆春雨
（甘口、中辛、辛口）（甘口、中辛、辛口）

永谷園（143ｇ・1袋）永谷園（143ｇ・1袋）

（税込価格213.84円）

198円（税抜）
冷し中華
冷し中華 ごまだれ

イリサワ（各3食入・1袋）イリサワ（各3食入・1袋）

（税込価格213.84円）

78円（税抜）
えのき
新潟県産他（1袋）新潟県産他（1袋）

（税込価格84.24円）

498円（税抜）
すいか
熊本県産他（⅙カット）熊本県産他（⅙カット）

（税込価格537.84円）138円（税抜）
洗いごぼう
新潟県産他（1本）新潟県産他（1本）

（税込価格149.04円）

108円（税抜）
ニラ
北海道産他（1袋）北海道産他（1袋）

（税込価格116.64円）

298円（税抜）
味の主演ウインナー味の主演ウインナー
丸大食品（262ｇ・1袋）丸大食品（262ｇ・1袋）

（税込価格321.84円） 268円（税抜）
骨なしチキチキボーン骨なしチキチキボーン
日本ハム（190ｇ・1袋）日本ハム（190ｇ・1袋）

（税込価格289.44円）

580円（税抜）
生干しタラミリン生干しタラミリン
北海道産（1パック）北海道産（1パック）

（税込価格626.40円）
108円（税抜）
身欠ニシンソフト身欠ニシンソフト
アメリカ産（100ｇ）アメリカ産（100ｇ）

（税込価格116.64円）

198円（税抜）
ネオソフトネオソフト
雪印メグミルク（300ｇ・1箱）雪印メグミルク（300ｇ・1箱）

（税込価格213.84円）

178円（税抜）
さけるチーズ 各種さけるチーズ 各種
雪印メグミルク（50ｇ・1コ）雪印メグミルク（50ｇ・1コ）

（税込価格192.24円）

178円（税抜）
ビフィズス菌SP株 カプセルヨーグルトビフィズス菌SP株 カプセルヨーグルト
雪印メグミルク（70ｇ×3・1パック）雪印メグミルク（70ｇ×3・1パック）

（税込価格192.24円）

ところてん 黒酢
ところてん 三杯酢

紙屋商店（各110ｇ×2・1パック）紙屋商店（各110ｇ×2・1パック）

88円
（税抜）

（税込価格95.04円）

100円（税抜）
ベビーチーズ
（プレーン、アーモンド、鉄分、カマンベール）（プレーン、アーモンド、鉄分、カマンベール）

QBB（4個入・1袋）QBB（4個入・1袋）

（税込価格108.00円）

あっさり梅酒
すっぱいあっさり梅酒

合同酒精（2ℓ・1本）合同酒精（2ℓ・1本）

880円
（税抜）

（税込価格968.00円）

88円（税抜）
アイラップ
岩谷（60枚入・1箱）岩谷（60枚入・1箱）

（税込価格96.80円）

98円（税抜）
花の友 
ワンカップ
花の友 
ワンカップ

合同酒精（180㎖・1本）合同酒精（180㎖・1本）

（税込価格107.80円）

398円（税抜）
うれしいワインうれしいワイン
サッポロ（720㎖・1本）サッポロ（720㎖・1本）

（税込価格437.80円）

1,280円（税抜）
ホワイトリカー
ゴードー35度
ホワイトリカー
ゴードー35度

合同酒精（1.8ℓ・1本）合同酒精（1.8ℓ・1本）

（税込価格1408.00円）

98円（税抜）
おとなのふりかけ 各種おとなのふりかけ 各種
永谷園（5袋入・1パック）永谷園（5袋入・1パック）

（税込価格105.84円）

88円（税抜）
コカ・コーラコカ・コーラ
コカ・コーラ（500㎖・1本）コカ・コーラ（500㎖・1本）

（税込価格95.04円）

98円（税抜）
金ちゃんぶっかけカレーうどん金ちゃんぶっかけカレーうどん
徳島製粉（184ｇ・1コ）徳島製粉（184ｇ・1コ）

（税込価格105.84円）

138円（税抜）
こんにゃく畑ゼリーこんにゃく畑ゼリー
マンナンライフ（各1袋）マンナンライフ（各1袋）

（税込価格149.04円）

188円（税抜）
ポテトチップス  クリスプ115ｇポテトチップス  クリスプ115ｇ
カルビー（各1コ）カルビー（各1コ）

（税込価格203.04円）

78円（税抜）
キャラメルコーンキャラメルコーン
東ハト（各1袋）東ハト（各1袋）

（税込価格84.24円）

お得な2回分  回鍋肉の素
お得な2回分  青椒肉絲の素

丸美屋（140ｇ・1箱）丸美屋（140ｇ・1箱）

138円
（税抜）

（税込価格149.04円）

スーパードライスーパードライスーパードライスーパードライスーパードライ

1,052円（税抜）
アサヒ（350㎖×6缶）アサヒ

アサヒ（500㎖×6缶）アサヒ

1,320円（税抜）
（税込価格1157.20円）

（税込価格1452.00円）

本麒麟本麒麟本麒麟本麒麟本麒麟

698円（税抜）
キリン（350㎖×6缶）キリン

キリン（500㎖×6缶）キリン

982円（税抜）
（税込価格767.80円）

（税込価格1080.20円）

380円（税抜）
やきとりやきとりやきとりやきとりやきとり

（10本）10本

（税込価格410.40円）

88円（税抜）
通しゃんせネット 三角コーナー用
セイケツネットワーク（35枚入・1袋）セイケツネットワーク（35枚入・1袋）

（税込価格96.80円）

通しゃんせネット 排水口用
セイケツネットワーク（50枚入・1袋）セイケツネットワーク（50枚入・1袋）

あっさり梅酒
すっぱいあっさり梅酒

合同酒精（2ℓ・1本）合同酒精（2ℓ・1本）

880円
（税抜）

（税込価格968.00円）

88円（税抜）
アイラップ
岩谷（60枚入・1箱）岩谷（60枚入・1箱）

（税込価格96.80円）

98円（税抜）
花の友 
ワンカップ
花の友 
ワンカップ

合同酒精（180㎖・1本）合同酒精（180㎖・1本）

（税込価格107.80円）

398円（税抜）
うれしいワインうれしいワイン
サッポロ（720㎖・1本）サッポロ（720㎖・1本）

（税込価格437.80円）

1,280円（税抜）
ホワイトリカー
ゴードー35度
ホワイトリカー
ゴードー35度

合同酒精（1.8ℓ・1本）合同酒精（1.8ℓ・1本）

（税込価格1408.00円）

198円（税抜）
冷し中華
冷し中華 ごまだれ

イリサワ（各3食入・1袋）イリサワ（各3食入・1袋）

（税込価格213.84円）

78円（税抜）
えのき
新潟県産他（1袋）新潟県産他（1袋）

（税込価格84.24円）

498円（税抜）
すいか
熊本県産他（⅙カット）熊本県産他（⅙カット）

（税込価格537.84円）138円（税抜）
洗いごぼう
新潟県産他（1本）新潟県産他（1本）

（税込価格149.04円）

108円（税抜）
ニラ
北海道産他（1袋）北海道産他（1袋）

（税込価格116.64円）

298円（税抜）
味の主演ウインナー味の主演ウインナー
丸大食品（262ｇ・1袋）丸大食品（262ｇ・1袋）

（税込価格321.84円） 268円（税抜）
骨なしチキチキボーン骨なしチキチキボーン
日本ハム（190ｇ・1袋）日本ハム（190ｇ・1袋）

（税込価格289.44円）

580円（税抜）
生干しタラミリン生干しタラミリン
北海道産（1パック）北海道産（1パック）

（税込価格626.40円）
108円（税抜）
身欠ニシンソフト身欠ニシンソフト
アメリカ産（100ｇ）アメリカ産（100ｇ）

（税込価格116.64円）

198円（税抜）
ネオソフトネオソフト
雪印メグミルク（300ｇ・1箱）雪印メグミルク（300ｇ・1箱）

（税込価格213.84円）

98円（税抜）
おとなのふりかけ 各種おとなのふりかけ 各種
永谷園（5袋入・1パック）永谷園（5袋入・1パック）

（税込価格105.84円）

168円（税抜）
プチっと  うどんの素プチっと  うどんの素
エバラ（4個入）エバラ（4個入）

（税込価格181.44円）
88円（税抜）
コカ・コーラコカ・コーラ
コカ・コーラ（500㎖・1本）コカ・コーラ（500㎖・1本）

（税込価格95.04円）

98円（税抜）
金ちゃんぶっかけカレーうどん金ちゃんぶっかけカレーうどん
徳島製粉（184ｇ・1コ）徳島製粉（184ｇ・1コ）

（税込価格105.84円）

138円（税抜）
こんにゃく畑ゼリーこんにゃく畑ゼリー
マンナンライフ（各1袋）マンナンライフ（各1袋）

（税込価格149.04円）

188円（税抜）
ポテトチップス  クリスプ115ｇポテトチップス  クリスプ115ｇ
カルビー（各1コ）カルビー（各1コ）

（税込価格203.04円）

78円（税抜）
キャラメルコーンキャラメルコーン
東ハト（各1袋）東ハト（各1袋）

（税込価格84.24円）
178円（税抜）
さけるチーズ 各種さけるチーズ 各種
雪印メグミルク（50ｇ・1コ）雪印メグミルク（50ｇ・1コ）

（税込価格192.24円）

178円（税抜）
ビフィズス菌SP株 カプセルヨーグルトビフィズス菌SP株 カプセルヨーグルト
雪印メグミルク（70ｇ×3・1パック）雪印メグミルク（70ｇ×3・1パック）

（税込価格192.24円）

アボカド
メキシコ産（1コ）メキシコ産（1コ）

158円
（税抜）

（税込価格170.64円）

ところてん 黒酢
ところてん 三杯酢

紙屋商店（各110ｇ×2・1パック）紙屋商店（各110ｇ×2・1パック）

88円
（税抜）

（税込価格95.04円） お得な2回分  回鍋肉の素
お得な2回分  青椒肉絲の素

丸美屋（140ｇ・1箱）丸美屋（140ｇ・1箱）

138円
（税抜）

（税込価格149.04円）

スーパードライスーパードライスーパードライスーパードライスーパードライ

1,052円（税抜）
アサヒ（350㎖×6缶）アサヒ

アサヒ（500㎖×6缶）アサヒ

1,320円（税抜）
（税込価格1157.20円）

（税込価格1452.00円）

本麒麟本麒麟本麒麟本麒麟本麒麟

698円（税抜）
キリン（350㎖×6缶）キリン

キリン（500㎖×6缶）キリン

982円（税抜）
（税込価格767.80円）

（税込価格1080.20円）

惣菜コーナー

380円（税抜）
やきとりやきとりやきとりやきとりやきとり

（10本）10本

（税込価格410.40円）

100円（税抜）
ベビーチーズ
（プレーン、アーモンド、鉄分、カマンベール）（プレーン、アーモンド、鉄分、カマンベール）

QBB（4個入・1袋）QBB（4個入・1袋）

（税込価格108.00円） 198円（税抜）
麻婆春雨
（甘口、中辛、辛口）（甘口、中辛、辛口）

永谷園（143ｇ・1袋）永谷園（143ｇ・1袋）

（税込価格213.84円）

158円（税抜）
豚モモ冷しゃぶ用豚モモ冷しゃぶ用豚モモ冷しゃぶ用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

豚モモ冷しゃぶ用豚モモ冷しゃぶ用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格170.64円）
68円（税抜）
若鶏手羽元・手羽先若鶏手羽元・手羽先若鶏手羽元・手羽先
国内産解凍（100ｇ）国内産解凍（100ｇ）国内産解凍（100ｇ）

若鶏手羽元・手羽先若鶏手羽元・手羽先
国内産解凍（100ｇ）国内産解凍（100ｇ）

（税込価格73.44円）
148円（税抜）
塩銀鮭切身塩銀鮭切身塩銀鮭切身
チリ産（100ｇ）チリ産（100ｇ）チリ産（100ｇ）

塩銀鮭切身塩銀鮭切身
チリ産（100ｇ）チリ産（100ｇ）

（税込価格159.84円）
128円（税抜）
中華くらげ中華くらげ中華くらげ
タイ産（100ｇ）タイ産（100ｇ）タイ産（100ｇ）

中華くらげ中華くらげ
タイ産（100ｇ）タイ産（100ｇ）

（税込価格138.24円）

88円（税抜）
昔ながらの焼売昔ながらの焼売
楽陽（1パック）楽陽（1パック）

（税込価格95.04円）
158円（税抜）
エリンギ袋エリンギ袋
雪国（1袋）雪国（1袋）

（税込価格170.64円）
98円（税抜）
水菜水菜
茨城県産（100ｇ）茨城県産（100ｇ）

（税込価格105.84円）
98円（税抜）
焼豚チャーハンの素
五目チャーハンの素
焼豚チャーハンの素
五目チャーハンの素

永谷園（3パック入・1袋）永谷園（3パック入・1袋）

（税込価格105.84円）

228円（税抜）
豚ローススライス豚ローススライス豚ローススライス
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

豚ローススライス豚ローススライス
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格246.24円）
158円（税抜）
豚モモカレー用豚モモカレー用豚モモカレー用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

豚モモカレー用豚モモカレー用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格170.64円）
298円（税抜）
塩サバフィレー塩サバフィレー塩サバフィレー
ノルウェー産（3枚・1パック）ノルウェー産（3枚・1パック）ノルウェー産（3枚・1パック）

塩サバフィレー塩サバフィレー
ノルウェー産（3枚・1パック）ノルウェー産（3枚・1パック）

（税込価格321.84円）
138円（税抜）
銀タラハラス銀タラハラス銀タラハラス
カナダ（100ｇ）カナダ（100ｇ）カナダ（100ｇ）

銀タラハラス銀タラハラス
カナダ（100ｇ）カナダ（100ｇ）

（税込価格149.04円）

258円（税抜）
割烹茶わん蒸し割烹茶わん蒸し
みやけ（4個入・1パック）みやけ（4個入・1パック）

（税込価格278.64円）
138円（税抜）
まいたけまいたけ
ホクト（1袋）ホクト（1袋）

（税込価格149.04円）
118円（税抜）
袋しょうが袋しょうが
高知県産（1袋）高知県産（1袋）

（税込価格127.44円）

88円（税抜）
通しゃんせネット 三角コーナー用
セイケツネットワーク（35枚入・1袋）セイケツネットワーク（35枚入・1袋）

（税込価格96.80円）

通しゃんせネット 排水口用
セイケツネットワーク（50枚入・1袋）セイケツネットワーク（50枚入・1袋）

168円（税抜）
浅漬けの素
（レギュラー、昆布だし）（レギュラー、昆布だし）

エバラ（500㎖・1本）エバラ（500㎖・1本）

（税込価格181.44円）

この広告の売り出し期間

※チラシの商品は
羽茂店のみの売出しです。
※チラシの商品は

羽茂店のみの売出しです。

6月

2 5水
日

土
日～

水 土6月2 5日 日 4日間のお買得品～

営
業
時
間

朝9：00から
夜7：00まで

羽 茂 店
TEL 88-2610

みんなでマイバック！
「レジ袋ゼロ運動」実施中！

※食料品は、軽減税率対象として8％の消費税となります。食料品以外の商品の税率は10％です。　※チラシ価格は、消費税抜きの価格です。　※チラシ写真の一部にイメージ写真を使用しております。実際と異なる場合がございます。
※広告商品は豊富にとりそろえてありますが、品切れの際にはご容赦ください。　※酒類については、20歳以上の年齢であることを確認できない場合は酒類を販売しません。

お知らせ

限定クーポン！
6月6日

日

商品はたっぷりご用意し
ておりますが、売り切れの
際はご容赦下さいませ。
このクーポンを切り取り、
会計時にレジ係にご提示
くださいませ。

商品はたっぷりご用意し
ておりますが、売り切れの
際はご容赦下さいませ。
このクーポンを切り取り、
会計時にレジ係にご提示
くださいませ。

（税込価格105.84円）

＊他のクーポン・割引券との併用
　はできません。

こつぶっこ
亀田（1袋）亀田（1袋）

（クーポン1枚につき1点限り）（クーポン1枚につき1点限り）

98円（税抜）
（税込価格105.84円）

＊他のクーポン・割引券との併用
　はできません。

こつぶっこ
亀田（1袋）亀田（1袋）

（クーポン1枚につき1点限り）（クーポン1枚につき1点限り）

98円（税抜）



たまご
新潟県産（10コ・1パック）

158円
（税抜）

（税込価格170.64円）

ビックカップ麵シリーズ
大黒（各1コ）

78円
（税抜）

（税込価格84.24円）

大鵬薬品（10本入・1カートン）

チオビタドリンク

498円
（税抜）

（税込価格547.80円）

トマト
群馬県産他（2コ・1パック）

178円
（税抜）

（税込価格192.24円）

6本合わせて

新潟県産他（1袋）

きゅうり 158円（税抜）
（税込価格170.64円）熊本県産（1本）

長ナス 98円（税抜）
（税込価格105.84円）

楽陽（1パック）

肉餃子
野菜餃子

98円
（税抜）

（税込価格105.84円）

大きなツインシュー
ヤマザキ（各1コ）

88円（税抜）
（税込価格95.04円）

ネギトロ
太平洋産（1パック）

350円（税抜）
（税込価格378.00円）

若鶏モモ肉
国内産（100ｇ）

98円
（税抜）

（税込価格105.84円） お刺身盛り合わせ
当店特製（1パック）

480円（税抜）
（税込価格518.40円）

お好み焼き
（1枚）

230円（税抜）
（税込価格248.40円）

たこやき
（10コ）

380円（税抜）
（税込価格410.40円）

吉野家キムチ
備後漬物（200ｇ・1パック）

198円（税抜）
（税込価格213.84円）

から揚げ ムネ竜田揚げ
（1パック）

398円
（税抜）

（税込価格429.84円）

エビフライ
（10本）

480円
（税抜）

（税込価格518.40円）

フィリピン産（1袋）

甘熟王 258円（税抜）
（税込価格278.64円）

茨城県産他（1袋）

小松菜 98円（税抜）
（税込価格105.84円）

国内産（100ｇ）

豚バラスライス

168円
（税抜）

（税込価格181.44円）タコぶつ切り（刺身用）
北海道産（100ｇ）

178円（税抜）
（税込価格192.24円）

お刺身サーモン
チリ産（100ｇ）

380円（税抜）
（税込価格410.40円）

円

丸美屋（180ｇ・1箱）

黄金の麻婆豆腐の素

（税込価格181.44円）
168（税抜）

丸美屋（162ｇ・1箱）

麻婆豆腐の素 各種

（税込価格321.84円）（税込価格170.64円）
298円（税抜）158円（税抜）

豚肩ロース切落し
国内産（250ｇ・1パック）

480円
（税抜）

（税込価格518.40円） 小粒納豆
高橋（40ｇ×3・1パック）

78円（税抜）
（税込価格84.24円）

ベビーホタテ
北海道産（100ｇ）

178円（税抜）
（税込価格192.24円）

切身カレイ焼魚
アメリカ産（3枚・1パック）

298円（税抜）
（税込価格321.84円）

ホクト（1袋）

しめじ
128円（税抜）
（税込価格138.24円）

徳島県産他（1袋）

人参 198円（税抜）
（税込価格213.84円）

アジフライ
（1枚）

80円（税抜）
（税込価格86.40円）

えび天
（1本）

80円（税抜）
（税込価格86.40円）

もめん豆腐
かごや（1パック）

68円
（税抜）

（税込価格73.44円）

焼とうふ
かごや（1パック） 98円

（税抜）

（税込価格105.84円）

豚ロース焼き肉用
国内産（100ｇ）

218円
（税抜）

（税込価格235.44円）

カツオタタキ
静岡県産（100ｇ）

148円
（税抜）

（税込価格159.84円）

赤魚
ポルトガル産（4枚・1袋）

398円
（税抜）

（税込価格429.84円）

380円
（税抜）

冷し中華
（1コ）

（税込価格410.40円）

大豆の風味たっぷり
もめん

むつみ（300g・1パック） 58円
（税抜）

（税込価格62.64円）
108円

（税抜）

（税込価格116.64円）

佐渡牛乳
佐渡乳業（1ℓ・1本） 208円

（税抜）

（税込価格224.64円）

低脂肪牛乳
佐渡乳業（1ℓ・1本）

佐渡ヨーグルト
佐渡乳業（85g×3・1パック）

148円（税抜）158円（税抜）
（税込価格170.64円） （税込価格159.84円）

豚小間切肉

※チラシ価格は、消費税抜きの価格です。広告商品は豊富にとりそろえてありますが、品切れの際にはご容赦ください。※チラシ写真の一部にイメージ写真を使用しております。実際と異なる場合がございます。

限
り

国内産（100g）

豚小間切肉
国内産（100g）

水

限
り

　土
限
り

木

限
り

金

惣菜コーナー

惣菜コーナー

惣菜コーナー

6 6

66

5

2 4

3

惣菜コーナー

お一人様
2パック限り

豚肩ロース切落し
国内産（250ｇ・1パック）

480円
（税抜）

（税込価格518.40円）

もめん豆腐
かごや（1パック）

68円
（税抜）

（税込価格73.44円）

吉野家キムチ
備後漬物（200ｇ・1パック）

198円（税抜）
（税込価格213.84円）

焼とうふ
かごや（1パック） 98円

（税抜）

（税込価格105.84円）

豚ロース焼き肉用
国内産（100ｇ）

218円
（税抜）

（税込価格235.44円）

お一人様
2箱限り

お一人様
2箱限り

カツオタタキ
静岡県産（100ｇ）

148円
（税抜）

（税込価格159.84円）

赤魚
ポルトガル産（4枚・1袋）

398円
（税抜）

（税込価格429.84円）

小粒納豆
高橋（40ｇ×3・1パック）

78円（税抜）
（税込価格84.24円）

ベビーホタテ
北海道産（100ｇ）

178円（税抜）
（税込価格192.24円）

切身カレイ焼魚
アメリカ産（3枚・1パック）

298円（税抜）
（税込価格321.84円）

ホクト（1袋）

しめじ
128円（税抜）
（税込価格138.24円）

徳島県産他（1袋）

人参 198円（税抜）
（税込価格213.84円）

新潟県産他（1袋）

きゅうり 158円（税抜）
（税込価格170.64円）熊本県産（1本）

長ナス 98円（税抜）
（税込価格105.84円）

楽陽（1パック）

肉餃子
野菜餃子

98円
（税抜）

（税込価格105.84円）

たまご
新潟県産（10コ・1パック）

158円
（税抜）

（税込価格170.64円）

トマト
群馬県産他（2コ・1パック）

178円
（税抜）

（税込価格192.24円）

380円
（税抜）

冷し中華
（1コ）

（税込価格410.40円）

108円
（税抜）

（税込価格116.64円）

大豆の風味たっぷり
もめん

むつみ（300g・1パック） 58円
（税抜）

（税込価格62.64円）

佐渡牛乳
佐渡乳業（1ℓ・1本） 208円

（税抜）

（税込価格224.64円）

低脂肪牛乳
佐渡乳業（1ℓ・1本）

佐渡ヨーグルト
佐渡乳業（85g×3・1パック）

148円（税抜）158円（税抜）
（税込価格170.64円） （税込価格159.84円）

数量
限定

惣菜コーナー

から揚げ ムネ竜田揚げ
（1パック）

398円
（税抜）

（税込価格429.84円）

エビフライ
（10本）

480円
（税抜）

（税込価格518.40円）

フィリピン産（1袋）

甘熟王 258円（税抜）
（税込価格278.64円）

茨城県産他（1袋）

小松菜 98円（税抜）
（税込価格105.84円）

国内産（100ｇ）

豚バラスライス

168円
（税抜）

（税込価格181.44円）

大きなツインシュー
ヤマザキ（各1コ）

88円（税抜）
（税込価格95.04円）

ビックカップ麵シリーズ
大黒（各1コ）

78円
（税抜）

（税込価格84.24円）

お一人様
6本限り

お一人様
6個限り

十六茶
アサヒ飲料（630㎖・1本）

濃いめのカルピス
アサヒ飲料（490㎖・1本）
カルピスウォーター
アサヒ飲料（500㎖・1本）

398円
（税抜）

（税込価格429.84円）

ネギトロ
太平洋産（1パック）

350円（税抜）
（税込価格378.00円）

若鶏モモ肉
国内産（100ｇ）

98円
（税抜）

（税込価格105.84円） お刺身盛り合わせ
当店特製（1パック）

480円（税抜）
（税込価格518.40円）

お好み焼き
（1枚）

230円（税抜）
（税込価格248.40円）

惣菜コーナー

たこやき
（10コ）

380円（税抜）
（税込価格410.40円）

タコぶつ切り（刺身用）
北海道産（100ｇ）

178円（税抜）
（税込価格192.24円）

お刺身サーモン
チリ産（100ｇ）

380円（税抜）
（税込価格410.40円）

惣菜コーナー

アジフライ
（1枚）

80円（税抜）
（税込価格86.40円）

えび天
（1本）

80円（税抜）
（税込価格86.40円）

大鵬薬品（10本入・1カートン）

チオビタドリンク

498円
（税抜）

（税込価格547.80円）

198セール！
円均一

（税込価格213.84円）

円

丸美屋（180ｇ・1箱）

黄金の麻婆豆腐の素

（税込価格181.44円）
168（税抜）

お一人様
2カートン
限り

えびとひじきのふんわり揚げ
味の素（1袋）

お弁当用ソース焼きそば
日清（1袋）

新鮮卵のふっくらオムレツ
テーブルマーク（1袋）

冷凍食品

えびとひじきのふんわり揚げ
味の素（1袋）

お弁当用ソース焼きそば
日清（1袋）

新鮮卵のふっくらオムレツ
テーブルマーク（1袋）

冷凍食品

2
箱

丸美屋（162ｇ・1箱）

麻婆豆腐の素 各種

（税込価格321.84円）（税込価格170.64円）
298円（税抜）158円（税抜）1

箱

十六茶
アサヒ飲料（630㎖・1本）

濃いめのカルピス
アサヒ飲料（490㎖・1本）
カルピスウォーター
アサヒ飲料（500㎖・1本）

398円
（税抜）

（税込価格429.84円）

羽 茂 店
TEL 88-2610

毎
日
が
　
特
売
日
！！

毎
日
が
　
特
売
日
！！

うれしい
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