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350円（税抜）
枝豆枝豆
新潟県産（1袋）新潟県産（1袋）

（税込価格378.00円）
198円（税抜）
キャベツキャベツ
群馬県産（1玉）群馬県産（1玉）

（税込価格213.84円）
158円（税抜）
ゴーヤゴーヤ
佐渡産他（1本）佐渡産他（1本）

（税込価格170.64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）

78円（税抜）
えのき
新潟県産（1袋）新潟県産（1袋）

（税込価格84.24円）

168円（税抜）
小松菜
茨城県産他（1袋）茨城県産他（1袋）

（税込価格181.44円）
430円（税抜）
すいか
新潟県産（⅙カット）新潟県産（⅙カット）

（税込価格464.40円）

498円（税抜）
ハウスみかんL、M、S
長崎県産他（1パック・L、Ｍ、Ｓ）長崎県産他（1パック・L、Ｍ、Ｓ）

（税込価格537.84円）

118円（税抜）
袋しょうが
高知県産（1袋）高知県産（1袋）

（税込価格127.44円）

メロン
新潟県産他（1玉）新潟県産他（1玉）

800円
（税抜）

（税込価格864.00円） うなぎ長焼
中国産（1尾）中国産（1尾）

880円
（税抜）

（税込価格950.40円）

238円（税抜）
超生姜焼のたれ超生姜焼のたれ
キッコーマン（320ｇ・1本）キッコーマン（320ｇ・1本）

（税込価格257.04円）

98円（税抜）
甘らっきょう
ピリ辛らっきょう
甘らっきょう
ピリ辛らっきょう

アイティーフーズ（90ｇ・1袋）アイティーフーズ（90ｇ・1袋）

（税込価格105.84円）
698円（税抜）
EXバージンオリーブオイルEXバージンオリーブオイル
日清オイリオ（1本）日清オイリオ（1本）

（税込価格753.84円）

228円（税抜）
豚ロース生姜焼用豚ロース生姜焼用豚ロース生姜焼用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

豚ロース生姜焼用豚ロース生姜焼用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格246.24円）
158円（税抜）
豚赤身カレー用豚赤身カレー用豚赤身カレー用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

豚赤身カレー用豚赤身カレー用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格170.64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）
178円（税抜）
豚バラブロック豚バラブロック豚バラブロック
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

豚バラブロック豚バラブロック
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格192.24円）
75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81.00円）
268円（税抜）
たら子、明太子たら子、明太子たら子、明太子
アメリカ産（100ｇ）アメリカ産（100ｇ）アメリカ産（100ｇ）

たら子、明太子たら子、明太子
アメリカ産（100ｇ）アメリカ産（100ｇ）

（税込価格289.44 円）

268円（税抜）
鮮度生活  特選丸大豆しょうゆ
鮮度生活  減塩しょうゆ
鮮度生活  特選丸大豆しょうゆ
鮮度生活  減塩しょうゆ

ヤマサ（600㎖・1本）ヤマサ（600㎖・1本）

（税込価格289.44円）
88円各

（税抜）

焼売（えび、かに、黒豚）焼売（えび、かに、黒豚）
楽陽（各1パック）楽陽（各1パック）

（税込価格95.04円）

178円（税抜）
バニラヨーグルトバニラヨーグルト
ルナ（100ｇ×3・1パック）ルナ（100ｇ×3・1パック）

（税込価格192.24円）

178円（税抜）
ご飯がススムキムチ
ご飯がススムキムチ（辛口）

ピックルス（各1パック）ピックルス（各1パック）

（税込価格192.24円）

178円（税抜）

レモンミックス
ブルーベリー＆4種のベリー
芳醇いちご
白桃ミックス
朝のフルーツミックス
しゃきしゃきアロエ

明治（各70ｇ×4・1パック）明治（各70ｇ×4・1パック）

（税込価格192.24円）

248円（税抜）
スライスチーズ
とろけるチーズ

雪印メグミルク（各7枚入・1袋）雪印メグミルク（各7枚入・1袋）

（税込価格267.84円）

298円（税抜）
あらびきポークウインナーあらびきポークウインナー
越後ハム（250ｇ・1袋）越後ハム（250ｇ・1袋）

（税込価格321.84円） 298円（税抜）
ホルモン焼ホルモン焼
マルニ食品（160ｇ・1パック）マルニ食品（160ｇ・1パック）

（税込価格321.84円） 188円（税抜）
すり身すり身
両蒲（1袋）両蒲（1袋）

（税込価格203.04円）

168円（税抜）
マルちゃん焼きそばマルちゃん焼きそば
東洋水産（3食入・1袋）東洋水産（3食入・1袋）

（税込価格181.44円）

塩イカ
両蒲（2枚）両蒲（2枚）

880円
（税抜）

（税込価格950.40円）

金麦金麦金麦金麦金麦

698円（税抜）
サントリー（350㎖×6）サントリー 350㎖×6

サントリー（500㎖×6）サントリー 500㎖×6

982円（税抜）
（税込価格767.80円）

（税込価格1080.20円）

金麦ゴールド・ラガー金麦ゴールド・ラガー金麦ゴールド・ラガー金麦ゴールド・ラガー金麦ゴールド・ラガー

698円（税抜）
サントリー（350㎖×6）サントリー

サントリー（500㎖×6）サントリー

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

（各10本）（各10本）

（もも、皮、ねぎ間）（もも、皮、ねぎ間）

（税込価格410.40円）

98円（税抜）
金時豆、昆布豆、黒花豆金時豆、昆布豆、黒花豆金時豆、昆布豆、黒花豆金時豆、昆布豆、黒花豆金時豆、昆布豆、黒花豆

（100ｇ）（100ｇ）

（税込価格105.84円）

980円（税抜）
蔵人の誉蔵人の誉
福徳長（3ℓ・1本）福徳長（3ℓ・1本）

（税込価格1078.00円）

1,880円（税抜）
赤御用赤御用
キング醸造（4ℓ・1本）キング醸造（4ℓ・1本）

（税込価格2068.00円）105円（税抜）
ー196℃  ザ・まるごと 各種ー196℃  ザ・まるごと 各種
サントリー（350㎖・1本）サントリー（350㎖・1本）

（税込価格115.50円）

798円（税抜）
いいちこ  ビンいいちこ  ビン
三和酒類（900㎖・1本）三和酒類（900㎖・1本）

（税込価格877.80円）

88円（税抜）
讃岐細弦腰ひやむぎ
讃岐絹光そうめん

さぬき（300ｇ・1袋）さぬき（300ｇ・1袋）

（税込価格95.04円）
128円（税抜）
チーズアーモンド
チーズアーモンド  ブラックペッパー

三幸（各1袋）三幸（各1袋）

（税込価格138.24円）

88円（税抜）
通しゃんせネット三角コーナー用 35枚入
通しゃんせ排水口用 50枚入

セイケツネットワーク（1袋）セイケツネットワーク（1袋）

（税込価格96.80円）

238円（税抜）
昆布つゆ  白だし昆布つゆ  白だし
ヤマサ（500㎖・1本）ヤマサ（500㎖・1本）

（税込価格257.04円）

78円（税抜）
伊右衛門伊右衛門
サントリー（525㎖・1本）サントリー（525㎖・1本）

（税込価格84.24円）

128円（税抜）
三ツ矢サイダー三ツ矢サイダー
サントリー（1.5ℓ・1本）サントリー（1.5ℓ・1本）

（税込価格138.24円）
218円（税抜）
ビッグバッグポテトチップスビッグバッグポテトチップス
カルビー（各1袋）カルビー（各1袋）

（税込価格235.44円）
128円（税抜）
とんがりコーンとんがりコーン
ハウス（各1箱）ハウス（各1箱）

（税込価格138.24円）

258円（税抜）
乳酸菌飲料 BIGマイルド乳酸菌飲料 BIGマイルド
クロレラ（7本入・1袋）クロレラ（7本入・1袋）

（税込価格278.64円）

108円（税抜）
ポリエチレンラップポリエチレンラップ
エーコープ（30㎝×5ｍ・1本）エーコープ（30㎝×5ｍ・1本）

（税込価格118.80円）

168円（税抜）
炒めて旨い春雨　各種炒めて旨い春雨　各種
丸美屋（1パック）丸美屋（1パック）

（税込価格181.44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）ノルウェー産（3枚）ノルウェー産（3枚）

塩サバフィレー塩サバフィレー
ノルウェー産（3枚）ノルウェー産（3枚）

（税込価格321.84 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）
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）
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）ノルウェー産（3枚）ノルウェー産（3枚）

塩サバフィレー塩サバフィレー
ノルウェー産（3枚）ノルウェー産（3枚）

（税込価格321.84 円）

980円（税抜）
蔵人の誉蔵人の誉
福徳長（3ℓ・1本）福徳長（3ℓ・1本）

（税込価格1078.00円）

1,880円（税抜）
赤御用赤御用
キング醸造（4ℓ・1本）キング醸造（4ℓ・1本）

（税込価格2068.00円）105円（税抜）
ー196℃  ザ・まるごと 各種ー196℃  ザ・まるごと 各種
サントリー（350㎖・1本）サントリー（350㎖・1本）

（税込価格115.50円）

798円（税抜）
いいちこ  ビンいいちこ  ビン
三和酒類（900㎖・1本）三和酒類（900㎖・1本）

（税込価格877.80円）

178円（税抜）
ご飯がススムキムチ
ご飯がススムキムチ（辛口）

ピックルス（各1パック）ピックルス（各1パック）

（税込価格192.24円） 88円（税抜）
讃岐細弦腰ひやむぎ
讃岐絹光そうめん

さぬき（300ｇ・1袋）さぬき（300ｇ・1袋）

（税込価格95.04円）
128円（税抜）
チーズアーモンド
チーズアーモンド  ブラックペッパー

三幸（各1袋）三幸（各1袋）

（税込価格138.24円）

178円（税抜）

レモンミックス
ブルーベリー＆4種のベリー
芳醇いちご
白桃ミックス
朝のフルーツミックス
しゃきしゃきアロエ

明治（各70ｇ×4・1パック）明治（各70ｇ×4・1パック）

（税込価格192.24円）

248円（税抜）
スライスチーズ
とろけるチーズ

雪印メグミルク（各7枚入・1袋）雪印メグミルク（各7枚入・1袋）

（税込価格267.84円）

88円（税抜）
通しゃんせネット三角コーナー用 35枚入
通しゃんせ排水口用 50枚入

セイケツネットワーク（1袋）セイケツネットワーク（1袋）

（税込価格96.80円）

78円（税抜）
えのき
新潟県産（1袋）新潟県産（1袋）

（税込価格84.24円）

168円（税抜）
小松菜
茨城県産他（1袋）茨城県産他（1袋）

（税込価格181.44円）
430円（税抜）
すいか
新潟県産（⅙カット）新潟県産（⅙カット）

（税込価格464.40円）

498円（税抜）
ハウスみかんL、M、S
長崎県産他（1パック・L、Ｍ、Ｓ）長崎県産他（1パック・L、Ｍ、Ｓ）

（税込価格537.84円）

118円（税抜）
袋しょうが
高知県産（1袋）高知県産（1袋）

（税込価格127.44円）

298円（税抜）
あらびきポークウインナーあらびきポークウインナー
越後ハム（250ｇ・1袋）越後ハム（250ｇ・1袋）

（税込価格321.84円） 298円（税抜）
ホルモン焼ホルモン焼
マルニ食品（160ｇ・1パック）マルニ食品（160ｇ・1パック）

（税込価格321.84円） 188円（税抜）
すり身すり身
両蒲（1袋）両蒲（1袋）

（税込価格203.04円）

168円（税抜）
マルちゃん焼きそばマルちゃん焼きそば
東洋水産（3食入・1袋）東洋水産（3食入・1袋）

（税込価格181.44円）

238円（税抜）
昆布つゆ  白だし昆布つゆ  白だし
ヤマサ（500㎖・1本）ヤマサ（500㎖・1本）

（税込価格257.04円）

238円（税抜）
超生姜焼のたれ超生姜焼のたれ
キッコーマン（320ｇ・1本）キッコーマン（320ｇ・1本）

（税込価格257.04円）

78円（税抜）
伊右衛門伊右衛門
サントリー（525㎖・1本）サントリー（525㎖・1本）

（税込価格84.24円）

128円（税抜）
三ツ矢サイダー三ツ矢サイダー
サントリー（1.5ℓ・1本）サントリー（1.5ℓ・1本）

（税込価格138.24円）
218円（税抜）
ビッグバッグポテトチップスビッグバッグポテトチップス
カルビー（各1袋）カルビー（各1袋）

（税込価格235.44円）
128円（税抜）
とんがりコーンとんがりコーン
ハウス（各1箱）ハウス（各1箱）

（税込価格138.24円）

258円（税抜）
乳酸菌飲料 BIGマイルド乳酸菌飲料 BIGマイルド
クロレラ（7本入・1袋）クロレラ（7本入・1袋）

（税込価格278.64円）

108円（税抜）
ポリエチレンラップポリエチレンラップ
エーコープ（30㎝×5ｍ・1本）エーコープ（30㎝×5ｍ・1本）

（税込価格118.80円）

168円（税抜）
炒めて旨い春雨　各種炒めて旨い春雨　各種
丸美屋（1パック）丸美屋（1パック）

（税込価格181.44円）

メロン
新潟県産他（1玉）新潟県産他（1玉）

800円
（税抜）

（税込価格864.00円）

塩イカ
両蒲（2枚）両蒲（2枚）

880円
（税抜）

（税込価格950.40円）

うなぎ長焼
中国産（1尾）中国産（1尾）

880円
（税抜）

（税込価格950.40円）

金麦金麦金麦金麦金麦

698円（税抜）
サントリー（350㎖×6）サントリー 350㎖×6

サントリー（500㎖×6）サントリー 500㎖×6

982円（税抜）
（税込価格767.80円）

（税込価格1080.20円）

金麦ゴールド・ラガー金麦ゴールド・ラガー金麦ゴールド・ラガー金麦ゴールド・ラガー金麦ゴールド・ラガー

698円（税抜）
サントリー（350㎖×6）サントリー

サントリー（500㎖×6）サントリー

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

（各10本）（各10本）

（もも、皮、ねぎ間）（もも、皮、ねぎ間）

（税込価格410.40円）

惣菜コーナー

98円（税抜）
金時豆、昆布豆、黒花豆金時豆、昆布豆、黒花豆金時豆、昆布豆、黒花豆金時豆、昆布豆、黒花豆金時豆、昆布豆、黒花豆

（100ｇ）（100ｇ）

（税込価格105.84円）

178円（税抜）
豚バラブロック豚バラブロック豚バラブロック
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

豚バラブロック豚バラブロック
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格192.24円）
75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81.00円）
268円（税抜）
たら子、明太子たら子、明太子たら子、明太子
アメリカ産（100ｇ）アメリカ産（100ｇ）アメリカ産（100ｇ）

たら子、明太子たら子、明太子
アメリカ産（100ｇ）アメリカ産（100ｇ）

（税込価格289.44 円）

268円（税抜）
鮮度生活  特選丸大豆しょうゆ
鮮度生活  減塩しょうゆ
鮮度生活  特選丸大豆しょうゆ
鮮度生活  減塩しょうゆ

ヤマサ（600㎖・1本）ヤマサ（600㎖・1本）

（税込価格289.44円）
158円（税抜）
ゴーヤゴーヤ
佐渡産他（1本）佐渡産他（1本）

（税込価格170.64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）
88円各

（税抜）

焼売（えび、かに、黒豚）焼売（えび、かに、黒豚）
楽陽（各1パック）楽陽（各1パック）

（税込価格95.04円）
98円（税抜）
甘らっきょう
ピリ辛らっきょう
甘らっきょう
ピリ辛らっきょう

アイティーフーズ（90ｇ・1袋）アイティーフーズ（90ｇ・1袋）

（税込価格105.84円）
698円（税抜）
EXバージンオリーブオイルEXバージンオリーブオイル
日清オイリオ（1本）日清オイリオ（1本）

（税込価格753.84円）

178円（税抜）
バニラヨーグルトバニラヨーグルト
ルナ（100ｇ×3・1パック）ルナ（100ｇ×3・1パック）

（税込価格192.24円）

228円（税抜）
豚ロース生姜焼用豚ロース生姜焼用豚ロース生姜焼用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

豚ロース生姜焼用豚ロース生姜焼用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格246.24円）
158円（税抜）
豚赤身カレー用豚赤身カレー用豚赤身カレー用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

豚赤身カレー用豚赤身カレー用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格170.64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）

350円（税抜）
枝豆枝豆
新潟県産（1袋）新潟県産（1袋）

（税込価格378.00円）
198円（税抜）
キャベツキャベツ
群馬県産（1玉）群馬県産（1玉）

（税込価格213.84円）

8月

4 7水
日

土
日～

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。

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。

水 土8月4 7日 日 4日間のお買得品～

お知らせ

お盆準備の売り出しを
行います。お買い得品
を多数ご用意して、皆
様のご来店をお待ちし
ております。

8月8日から10日の
3日間

日8月12 木

「早朝花市開催！」
午前7時より、当店駐車
場にて開催いたします。
是非ご利用く
ださいませ。



 
 

 
 

 
 

山形県産（3房入・1パック）

デラウエア

550円（税抜）
（税込価格594.00円）

新潟県産他（1パック）

もも 680円（税抜）
（税込価格734.40円）

山形県産（2房入・1パック）

398円（税抜）
（税込価格429.84円）

フィリピン産（1袋）

甘熟王
258円

（税抜）

（税込価格278.64円）
北海道産（1袋）

人参 168円
（税抜）

（税込価格181.44円）

ホクト（1袋）

しめじ 128円（税抜）
（税込価格138.24円）

長野県産（1玉）

レタス 158円（税抜）
（税込価格170.64円）

ほうれん草
群馬県産他（1袋）

218円（税抜）
（税込価格235.44円）

茶わん蒸し

88円
（税抜）

（税込価格95.04円）

みやけ（各1コ）

（かに、松茸、えび）

各

円
（税込価格192.24円）

178（税抜）

エスビー（198ｇ・1箱）

ゴールデンカレー
エスビー（193ｇ・1箱）

ゴールデンハヤシ
お刺身サーモン
チリ産（100ｇ）

380円（税抜）
（税込価格410.40円）

（税込価格378.00円）

ネギトロ
太平洋産（1パック）

350円（税抜）

生寿司
（8貫）

680円
（税抜）

（税込価格734.40円）

ヤマザキ（各1コ）

大きなツインシュー

88円（税抜）
（税込価格95.04円）

餃子各種 188円各
（税抜）

（税込価格203.04円）

紀文（各1パック）

若鶏ムネ肉
国内産（100ｇ）

58円
（税抜）

（税込価格62.64円）

200円
（税抜）

玉子コロッケ
（1コ）

（税込価格216.00円）

200円
（税抜）

スコッチエッグ
（1コ）

（税込価格216.00円）

国内産（340ｇ・1パック）

豚モモ・バラ 
冷しゃぶセット

480円
（税抜）

（税込価格518.40円）

タコぶつ切り
北海道産（100ｇ）

178円
（税抜）

（税込価格192.24円）

シメサバ
ノルウェー産（1パック）

268円（税抜）
（税込価格289.44円）

焼肉のたれ

158円
（税抜）

（税込価格170.64円）

エバラ（300ｇ・1本）

（甘口、辛口、醬油）

198セール！
円均一

（税込価格213.84円）

切身カレイ焼魚
アメリカ産（3枚入）

298円（税抜）
（税込価格321.84円）

ファイア挽きたて微糖
キリン（30本入・1箱）

1,580円（税抜）
（税込価格1706.40円）

ジョージア缶コーヒー
コカ・コーラ（30本入・1箱）

1,580円（税抜）
（税込価格1706.40円）

豚肩ロース焼肉用
国内産（100ｇ）

188円
（税抜）

（税込価格203.04円）

ベビーホタテ（生食用）
北海道産（100ｇ）

178円（税抜）
（税込価格192.24円）

アイエーフーズ（各1パック）

（黒酢、三杯酢）
ところてん 98円各

（税抜）

（税込価格105.84円）

180円（税抜）
サンドイッチ

（1コ）

（税込価格194.40円）

レモン＆バジル白身魚フリット
マルハニチロ（1袋）

のりっこチキン
テーブルマーク（1袋）

アスパラ入りチーズチキンカツ
日本ハム（1袋）

冷凍食品

もめん豆腐
かごや（1パック）

68円（税抜）
（税込価格73.44円）

焼豆腐
かごや（1パック）

98円（税抜）
（税込価格105.84円）

カツオタタキ
静岡県産（100ｇ）

148円（税抜）
（税込価格159.84円）

ブリサク取り
愛媛県産（100ｇ）

278円（税抜）
（税込価格300.24円）

398円
（税抜）

エビフライ
（10本）

（税込価格429.84円）

キューピー（450ｇ・1本）

マヨネーズ
（税込価格213.84円）

198円
（税抜）

豚ロース冷しゃぶ用
国内産（100ｇ）

（税込価格235.44円）
218円

（税抜）

はごろも（70ｇ×3・1パック）

シーチキン  マイルド
シーチキン  Lフレーク

（税込価格321.84円）
298円

（税抜）

数量
限定

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

8 8

88

7

4 6

5

惣菜コーナー

お一人様
2パック限り

豚肩ロース焼肉用
国内産（100ｇ）

188円
（税抜）

（税込価格203.04円）

もめん豆腐
かごや（1パック）

68円（税抜）
（税込価格73.44円）

焼豆腐
かごや（1パック）

98円（税抜）
（税込価格105.84円）

カツオタタキ
静岡県産（100ｇ）

148円（税抜）
（税込価格159.84円）

ブリサク取り
愛媛県産（100ｇ）

278円（税抜）
（税込価格300.24円）

ベビーホタテ（生食用）
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枚入）

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）

アイエーフーズ（各1パック）

（黒酢、三杯酢）
ところてん 98円各

（税抜）

（税込価格105.84円）

ほうれん草
群馬県産他（1袋）

218円（税抜）
（税込価格235.44円）

398円
（税抜）

エビフライ
（10本）

（税込価格429.84円）

惣菜コーナー

200円
（税抜）

玉子コロッケ
（1コ）

（税込価格216.00円）惣菜コーナー

200円
（税抜）

スコッチエッグ
（1コ）

（税込価格216.00円）

惣菜コーナー

180円（税抜）
サンドイッチ

（1コ）

（税込価格194.40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）

フィリピン産（1袋）

甘熟王
258円

（税抜）

（税込価格278.64円）
北海道産（1袋）

人参 168円
（税抜）

（税込価格181.44円）

国内産（340ｇ・1パック）

豚モモ・バラ 
冷しゃぶセット

480円
（税抜）

（税込価格518.40円）

ファイア挽きたて微糖
キリン（30本入・1箱）

1,580円（税抜）
（税込価格1706.40円）

お一人様
2本限り

お一人様
2箱限りお一人様

1箱限り

ジョージア缶コーヒー
コカ・コーラ（30本入・1箱）

1,580円（税抜）
（税込価格1706.40円）

お一人様
1箱限り

タコぶつ切り
北海道産（100ｇ）

178円
（税抜）

（税込価格192.24円）

シメサバ
ノルウェー産（1パック）

268円（税抜）
（税込価格289.44円）

円
（税込価格192.24円）

178（税抜）

エスビー（198ｇ・1箱）

ゴールデンカレー
エスビー（193ｇ・1箱）

ゴールデンハヤシ

お一人様
2本限り

キューピー（450ｇ・1本）

マヨネーズ
（税込価格213.84円）

198円
（税抜）

表示価格の
オール4割引！！

箱アイスクリーム
（ファミリアは除きます）

お刺身サーモン
チリ産（100ｇ）

380円（税抜）
（税込価格410.40円）

（税込価格378.00円）

ネギトロ
太平洋産（1パック）

350円（税抜）

生寿司
（8貫）

680円
（税抜）

（税込価格734.40円）

ヤマザキ（各1コ）

大きなツインシュー

88円（税抜）
（税込価格95.04円）

新潟県産他（1パック）

もも 680円（税抜）
（税込価格734.40円）

山形県産（3房入・1パック）

デラウエア

550円（税抜）
（税込価格594.00円）
山形県産（2房入・1パック）

398円（税抜）
（税込価格429.84円）

焼肉のたれ

158円
（税抜）

（税込価格170.64円）

エバラ（300ｇ・1本）

（甘口、辛口、醬油）

餃子各種 188円各
（税抜）

（税込価格203.04円）

紀文（各1パック）

若鶏ムネ肉
国内産（100ｇ）

58円
（税抜）

（税込価格62.64円）

長野県産（1玉）

レタス 158円（税抜）
（税込価格170.64円）

表示価格の
オール4割引！！

箱アイスクリーム
（ファミリアは除きます）

豚ロース冷しゃぶ用
国内産（100ｇ）

（税込価格235.44円）
218円

（税抜）

お一人様
2パック限り

はごろも（70ｇ×3・1パック）

シーチキン  マイルド
シーチキン  Lフレーク

（税込価格321.84円）
298円

（税抜）

茶わん蒸し

88円
（税抜）

（税込価格95.04円）

みやけ（各1コ）

（かに、松茸、えび）

各

レモン＆バジル白身魚フリット
マルハニチロ（1袋）

のりっこチキン
テーブルマーク（1袋）

アスパラ入りチーズチキンカツ
日本ハム（1袋）

冷凍食品

おてごろたまご
新潟県産（1パック）

138円
（税抜）

（税込価格149.04円）

おてごろたまご
新潟県産（1パック）

138円
（税抜）

（税込価格149.04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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