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日だけのお買得品

128円（税抜）
長ねぎ長ねぎ
羽茂産（1束）羽茂産（1束）

（税込価格138.24円）

178円（税抜）
めしの素めしの素
丸美屋（各1箱）丸美屋（各1箱）

（鶏、豚、親子）（鶏、豚、親子）

（税込価格192.24円）

118円（税抜）
小松菜小松菜
茨城県産他（1袋）茨城県産他（1袋）

（税込価格127.44円）
228円（税抜）
トマトトマト
福島県産他（1パック）福島県産他（1パック）

（税込価格246.24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
高知県産（1袋）高知県産（1袋）

（税込価格127.44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）

158円（税抜）
しめじ
ホクト（1袋）ホクト（1袋）

（税込価格170.64円）

450円（税抜）
いちじく
佐渡産他（1パック）佐渡産他（1パック）

（税込価格486.00円）

498円（税抜）
オレンジ
アメリカ産（1袋）アメリカ産（1袋）

（税込価格537.84円）

つがる
長野県産（1パック）長野県産（1パック）

298円
（税抜）

（税込価格321.84円）

480円（税抜）
生干タラミリン生干タラミリン
北海道産（1パック）北海道産（1パック）

（税込価格518.40円）

焼のり寿司のはね
横田屋本店（10枚入・1パック）横田屋本店（10枚入・1パック）

168円
（税抜）

（税込価格181.44円）

128円（税抜）
きんぴらごぼうきんぴらごぼうきんぴらごぼうきんぴらごぼうきんぴらごぼう

（100ｇ）（100ｇ）

（税込価格138.24円）
168円（税抜）
蕗にしん蕗にしん蕗にしん蕗にしん蕗にしん

（100ｇ）（100ｇ）

（税込価格181.44円）

198円（税抜）
豚肩ロース焼肉用豚肩ロース焼肉用豚肩ロース焼肉用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

豚肩ロース焼肉用豚肩ロース焼肉用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格213.84円）
350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378.00円）
78円（税抜）
若鶏ムネ味付肉
（各種）
若鶏ムネ味付肉
（各種）
若鶏ムネ味付肉
（各種）

国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

若鶏ムネ味付肉
（各種）
若鶏ムネ味付肉
（各種）

国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格84.24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）

198円各
（税抜）

お魚厚揚
白身魚揚
お魚厚揚
白身魚揚

一正（各1パック）一正（各1パック）

（税込価格213.84円）
298円（税抜）
素材のチカラスープ各種素材のチカラスープ各種
東洋水産（5色入・1袋）東洋水産（5色入・1袋）

（税込価格321.84円）
128円（税抜）
おさつスティックおさつスティックおさつスティックおさつスティックおさつスティック

（100ｇ）（100ｇ）

（税込価格138.24円）
298円（税抜）
揚げもち揚げもち揚げもち揚げもち揚げもち

（3本）（3本）

（税込価格321.84円）

158円（税抜）
豚赤身スライス豚赤身スライス豚赤身スライス
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

豚赤身スライス豚赤身スライス
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格170.64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）
75円（税抜）
若鶏モモ唐揚用若鶏モモ唐揚用若鶏モモ唐揚用
ブラジル産解凍（100ｇ）ブラジル産解凍（100ｇ）ブラジル産解凍（100ｇ）

若鶏モモ唐揚用若鶏モモ唐揚用
ブラジル産解凍（100ｇ）ブラジル産解凍（100ｇ）

（税込価格81.00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）

98円各
（税抜）

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
焼豚チャーハンの素

永谷園（3パック）永谷園（3パック）

（税込価格105.84円）
100円各

（税抜）

オレンジ100％ジュース
アップル100％ジュース
オレンジ100％ジュース
アップル100％ジュース

近藤乳業（1ℓ・1本）近藤乳業（1ℓ・1本）

（税込価格108.00円）
88円（税抜）
おべんとう焼売おべんとう焼売
シンセイ食品（1パック）シンセイ食品（1パック）

（税込価格95.04円）

980円（税抜）
まるまる
白鶴（2ℓ・1本）白鶴（2ℓ・1本）

（税込価格1078.00円）

698円（税抜）
ボン・ルージュボン・ルージュ
メルシャン（720㎖・1本）メルシャン（720㎖・1本）

（税込価格767.80円）

1,380円（税抜）
ビッグマンビッグマン
合同酒精（2.7ℓ・1本）合同酒精（2.7ℓ・1本）

（税込価格1518.00円）

498円（税抜）
うれしたのしいお酒うれしたのしいお酒
合同酒精（1.8ℓ・1本）合同酒精（1.8ℓ・1本）

（税込価格547.80円）
98円（税抜）
ソフトふりかけ 各種ソフトふりかけ 各種
丸美屋（1パック）丸美屋（1パック）

（税込価格105.84円）

158円（税抜）
広東風かに玉広東風かに玉
永谷園（1袋）永谷園（1袋）

（税込価格170.64円）

158円（税抜）
ニラと玉子の広東風炒めニラと玉子の広東風炒め
永谷園（1袋）永谷園（1袋）

（税込価格170.64円）

188円（税抜）
お椀で食べるシリーズお椀で食べるシリーズ
日清食品（3食入・1パック）日清食品（3食入・1パック）

（税込価格203.04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）キリン 350㎖×6

キリン（500㎖×6）キリン 500㎖×6

982円（税抜）
（税込価格767.80円）

（税込価格1080.20円）

金麦糖質75％Off金麦糖質75％Off金麦糖質75％Off金麦糖質75％Off金麦糖質75％Off

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）

268円（税抜）
甲州飲むお酢甲州飲むお酢
（グレープ、ピーチ）（グレープ、ピーチ）

テンヨ（330㎖・1本）テンヨ（330㎖・1本）

（税込価格289.44円）

298円（税抜）
花束トイレットロール花束トイレットロール
（シングル・ダブル）（シングル・ダブル）

丸富製紙（各12ロール・1袋）丸富製紙（各12ロール・1袋）

（税込価格327.80円）

98円（税抜）
抗菌おかずケース水玉抗菌おかずケース水玉
（6号・8号・9号・四角）（6号・8号・9号・四角）

三菱（各1コ）三菱（各1コ）

（税込価格107.80円）
258円各

（税抜）

杏仁豆腐
マンゴープリン

アイエーフーズ（各1パック）アイエーフーズ（各1パック）

（税込価格278.64円）

128円（税抜）
雪の宿サラダ
雪の宿  黒糖みるく

三幸（各1袋）三幸（各1袋）

（税込価格138.24円）

138円（税抜）
ナチュレ恵
ナチュレ恵  脂肪0

雪印メグミルク（各400ｇ・1コ）雪印メグミルク（各400ｇ・1コ）

（税込価格149.04円）

298円（税抜）
フィッシュソーセージフィッシュソーセージ
丸大食品（5本・1束）丸大食品（5本・1束）

（税込価格321.84円）

1,880円（税抜）
ウナギ長焼ウナギ長焼
宮崎県産（1パック）宮崎県産（1パック）

（税込価格2030.40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）

90円（税抜）
エアリアルエアリアル
YBC（各1袋）YBC（各1袋）

（税込価格97.20円）
88円（税抜）
マイルドカフェオーレマイルドカフェオーレ
グリコ（500㎖・1本）グリコ（500㎖・1本）

（税込価格95.04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）
100円（税抜）
ベビーチーズベビーチーズ
（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コ）QBB（4個入・1コ）

（税込価格108.00円）

980円（税抜）
まるまる
白鶴（2ℓ・1本）白鶴（2ℓ・1本）

（税込価格1078.00円）

698円（税抜）
ボン・ルージュボン・ルージュ
メルシャン（720㎖・1本）メルシャン（720㎖・1本）

（税込価格767.80円）

1,380円（税抜）
ビッグマンビッグマン
合同酒精（2.7ℓ・1本）合同酒精（2.7ℓ・1本）

（税込価格1518.00円）

498円（税抜）
うれしたのしいお酒うれしたのしいお酒
合同酒精（1.8ℓ・1本）合同酒精（1.8ℓ・1本）

（税込価格547.80円）

258円各
（税抜）

杏仁豆腐
マンゴープリン

アイエーフーズ（各1パック）アイエーフーズ（各1パック）

（税込価格278.64円）

128円（税抜）
雪の宿サラダ
雪の宿  黒糖みるく

三幸（各1袋）三幸（各1袋）

（税込価格138.24円）

138円（税抜）
ナチュレ恵
ナチュレ恵  脂肪0

雪印メグミルク（各400ｇ・1コ）雪印メグミルク（各400ｇ・1コ）

（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）

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）

158円（税抜）
しめじ
ホクト（1袋）ホクト（1袋）

（税込価格170.64円）

450円（税抜）
いちじく
佐渡産他（1パック）佐渡産他（1パック）

（税込価格486.00円）

498円（税抜）
オレンジ
アメリカ産（1袋）アメリカ産（1袋）

（税込価格537.84円）

298円（税抜）
フィッシュソーセージフィッシュソーセージ
丸大食品（5本・1束）丸大食品（5本・1束）

（税込価格321.84円）

1,880円（税抜）
ウナギ長焼ウナギ長焼
宮崎県産（1パック）宮崎県産（1パック）

（税込価格2030.40円）
480円（税抜）
生干タラミリン生干タラミリン
北海道産（1パック）北海道産（1パック）

（税込価格518.40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）

178円（税抜）
めしの素めしの素
丸美屋（各1箱）丸美屋（各1箱）

（鶏、豚、親子）（鶏、豚、親子）

（税込価格192.24円）

98円（税抜）
ソフトふりかけ 各種ソフトふりかけ 各種
丸美屋（1パック）丸美屋（1パック）

（税込価格105.84円）

158円（税抜）
広東風かに玉広東風かに玉
永谷園（1袋）永谷園（1袋）

（税込価格170.64円）

158円（税抜）
ニラと玉子の広東風炒めニラと玉子の広東風炒め
永谷園（1袋）永谷園（1袋）

（税込価格170.64円）

188円（税抜）
お椀で食べるシリーズお椀で食べるシリーズ
日清食品（3食入・1パック）日清食品（3食入・1パック）

（税込価格203.04円）
90円（税抜）
エアリアルエアリアル
YBC（各1袋）YBC（各1袋）

（税込価格97.20円）
88円（税抜）
マイルドカフェオーレマイルドカフェオーレ
グリコ（500㎖・1本）グリコ（500㎖・1本）

（税込価格95.04円）

つがる
長野県産（1パック）長野県産（1パック）

298円
（税抜）

（税込価格321.84円） 焼のり寿司のはね
横田屋本店（10枚入・1パック）横田屋本店（10枚入・1パック）

168円
（税抜）

（税込価格181.44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）キリン 350㎖×6

キリン（500㎖×6）キリン 500㎖×6

982円（税抜）
（税込価格767.80円）

（税込価格1080.20円）

金麦糖質75％Off金麦糖質75％Off金麦糖質75％Off金麦糖質75％Off金麦糖質75％Off

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）

惣菜コーナー

128円（税抜）
おさつスティックおさつスティックおさつスティックおさつスティックおさつスティック

（100ｇ）（100ｇ）

（税込価格138.24円）

惣菜コーナー

298円（税抜）
揚げもち揚げもち揚げもち揚げもち揚げもち

（3本）（3本）

（税込価格321.84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）

268円（税抜）
甲州飲むお酢甲州飲むお酢
（グレープ、ピーチ）（グレープ、ピーチ）

テンヨ（330㎖・1本）テンヨ（330㎖・1本）

（税込価格289.44円）

100円（税抜）
ベビーチーズベビーチーズ
（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コ）QBB（4個入・1コ）

（税込価格108.00円）

298円（税抜）
花束トイレットロール花束トイレットロール
（シングル・ダブル）（シングル・ダブル）

丸富製紙（各12ロール・1袋）丸富製紙（各12ロール・1袋）

（税込価格327.80円）

98円（税抜）
抗菌おかずケース水玉抗菌おかずケース水玉
（6号・8号・9号・四角）（6号・8号・9号・四角）

三菱（各1コ）三菱（各1コ）

（税込価格107.80円）

158円（税抜）
豚赤身スライス豚赤身スライス豚赤身スライス
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

豚赤身スライス豚赤身スライス
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格170.64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）
75円（税抜）
若鶏モモ唐揚用若鶏モモ唐揚用若鶏モモ唐揚用
ブラジル産解凍（100ｇ）ブラジル産解凍（100ｇ）ブラジル産解凍（100ｇ）

若鶏モモ唐揚用若鶏モモ唐揚用
ブラジル産解凍（100ｇ）ブラジル産解凍（100ｇ）

（税込価格81.00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）

98円各
（税抜）

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
焼豚チャーハンの素

永谷園（3パック）永谷園（3パック）

（税込価格105.84円）
100円各

（税抜）

オレンジ100％ジュース
アップル100％ジュース
オレンジ100％ジュース
アップル100％ジュース

近藤乳業（1ℓ・1本）近藤乳業（1ℓ・1本）

（税込価格108.00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）
128円（税抜）
長ねぎ長ねぎ
羽茂産（1束）羽茂産（1束）

（税込価格138.24円）
88円（税抜）
おべんとう焼売おべんとう焼売
シンセイ食品（1パック）シンセイ食品（1パック）

（税込価格95.04円）

惣菜コーナー

128円（税抜）
きんぴらごぼうきんぴらごぼうきんぴらごぼうきんぴらごぼうきんぴらごぼう

（100ｇ）（100ｇ）

（税込価格138.24円）

惣菜コーナー

168円（税抜）
蕗にしん蕗にしん蕗にしん蕗にしん蕗にしん

（100ｇ）（100ｇ）

（税込価格181.44円）

198円（税抜）
豚肩ロース焼肉用豚肩ロース焼肉用豚肩ロース焼肉用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

豚肩ロース焼肉用豚肩ロース焼肉用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格213.84円）
350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378.00円）
78円（税抜）
若鶏ムネ味付肉
（各種）
若鶏ムネ味付肉
（各種）
若鶏ムネ味付肉
（各種）

国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

若鶏ムネ味付肉
（各種）
若鶏ムネ味付肉
（各種）

国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格84.24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）

198円各
（税抜）

お魚厚揚
白身魚揚
お魚厚揚
白身魚揚

一正（各1パック）一正（各1パック）

（税込価格213.84円）
118円（税抜）
小松菜小松菜
茨城県産他（1袋）茨城県産他（1袋）

（税込価格127.44円）
228円（税抜）
トマトトマト
福島県産他（1パック）福島県産他（1パック）

（税込価格246.24円）
298円（税抜）
素材のチカラスープ各種素材のチカラスープ各種
東洋水産（5色入・1袋）東洋水産（5色入・1袋）

（税込価格321.84円）

パリッと朝食ウインナー
フードリエ（230ｇ・1袋）フードリエ（230ｇ・1袋）

258円
（税抜）

（税込価格278.64円）

パリッと朝食ウインナー
フードリエ（230ｇ・1袋）フードリエ（230ｇ・1袋）

258円
（税抜）

（税込価格278.64円）

8月25水
日 28土

日 4日間のお買得品～
8月

25 28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。

お知らせ

棚卸休業の
おしらせ

9月1日（水）棚卸のた
め、午前中を休業さ
せていただきます。開
店時間は午後1時と
なります。
なお、ATMは通常通
り稼働いたします。大
変ご迷惑をお掛けい
たしますが、ご了承く
ださいませ。



 
 

 
 

 
 

北海道産（1本）

大根 198円
（税抜）

（税込価格213.84円）

群馬県産（1袋）

ポリナス

258円（税抜）
（税込価格278.64円）

長野県産（1玉）

レタス

198円（税抜）
（税込価格213.84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・岩手県産（1袋）

ピーマン 158円（税抜）
（税込価格170.64円）

山形県産他（1袋）

きゅうり 188円（税抜）
（税込価格203.04円）

キャベツ
群馬県産他（1玉）

228円
（税抜）

（税込価格246.24円）

円
（税込価格138.24円）

128（税抜）

ハウス（140ｇ・1箱）

（中辛）
こくまろカレー

円
（税込価格73.44円）

68（税抜）

キリン（525㎖・1本）

生茶

お刺身サーモン
北海道産（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）
楽陽（1パック）

20粒餃子 168円（税抜）
（税込価格181.44円）

ヤマザキ（各1袋）

ルヴァンバターロール
マーガリン入り（6） 138円（税抜）

（税込価格149.04円）

若鶏モモ肉
国内産（100ｇ）

98円
（税抜）

（税込価格105.84円）

230円
（税抜）

たこやき
（10コ・1パック）

お好み焼き
（1枚）

（税込価格248.40円）

380円（税抜）
（税込価格410.40円）

380円
（税抜）

4Lエビフライ
（5本）

（税込価格410.40円）

国内産（220ｇ・1パック）

豚ロース冷しゃぶ用

480円
（税抜）

（税込価格518.40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）

タコ刺身用
北海道産（100ｇ）

298円（税抜）
（税込価格321.84円）

ピュアセレクトマヨネーズ

198円
（税抜）

（税込価格213.84円）

158円
（税抜）

（税込価格170.64円）

味の素（400・1本）

ライトツナまぐろ油漬け
極洋（70ｇ×3缶・1パック）

かつおたくあん

168円
（税抜）

（税込価格181.44円）

ハヤシ漬物店（1パック）

豚バラスライス
国内産（100ｇ）

168円
（税抜）

（税込価格181.44円）

切身カレイ焼魚
アメリカ産（3枚）

298円（税抜）
（税込価格321.84円）

ベビーホタテ
北海道産（100ｇ）

178円（税抜）
（税込価格192.24円）

ヤマダフーズ（40ｇ×3・1パック）

通のひきわり88円（税抜）
（税込価格95.04円）

デリカメンチ
（1コ）

100円
（税抜）

（税込価格108.00円）

円
（税込価格321.84円）

298（税抜）

UCC（90ｇ・1本）

ザ・ブレンド117

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）

カツオタタキ
静岡県産（100ｇ）

148円
（税抜）

（税込価格159.84円）

塩サバ
ノルウェー産（1尾）

380円
（税抜）

（税込価格410.40円）

250円
（税抜）

白身魚フライ
（5枚）

（税込価格270.00円）

豚肩ロース切り落とし
国内産（250ｇ・1パック）

（税込価格518.40円）
480円

（税抜）

大正製薬（10本入・1カートン）

リポビタンD

（税込価格907.20円）
840円

（税抜）

数量
限定

お刺身サーモン
チリ産（100ｇ）

380円（税抜）
（税込価格410.40円）

※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）国内産（100g）

水

限
り

　土
限
り

木

限
り

金8 8

88

28

25 27

26

惣菜コーナー

お一人様
2パック限り

豚バラスライス
国内産（100ｇ）

168円
（税抜）

（税込価格181.44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）

カツオタタキ
静岡県産（100ｇ）

148円
（税抜）

（税込価格159.84円）

塩サバ
ノルウェー産（1尾）

380円
（税抜）

（税込価格410.40円）

切身カレイ焼魚
アメリカ産（3枚）

298円（税抜）
（税込価格321.84円）

ベビーホタテ
北海道産（100ｇ）

178円（税抜）
（税込価格192.24円）

茨城・岩手県産（1袋）

ピーマン 158円（税抜）
（税込価格170.64円）

ヤマダフーズ（40ｇ×3・1パック）

通のひきわり88円（税抜）
（税込価格95.04円）

キャベツ
群馬県産他（1玉）

228円
（税抜）

（税込価格246.24円）

250円
（税抜）

白身魚フライ
（5枚）

（税込価格270.00円）

惣菜コーナー

380円
（税抜）

4Lエビフライ
（5本）

（税込価格410.40円）

惣菜コーナー

デリカメンチ
（1コ）

100円
（税抜）

（税込価格108.00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本）

大根 198円
（税抜）

（税込価格213.84円）

国内産（220ｇ・1パック）

豚ロース冷しゃぶ用

480円
（税抜）

（税込価格518.40円）

お一人様
2箱限り

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）

タコ刺身用
北海道産（100ｇ）

298円（税抜）
（税込価格321.84円）

円
（税込価格138.24円）

128（税抜）

ハウス（140ｇ・1箱）

（中辛）
こくまろカレー

お一人様
6本限り 円

（税込価格73.44円）
68（税抜）

キリン（525㎖・1本）

生茶お一人様
2本限り 円

（税込価格321.84円）
298（税抜）

UCC（90ｇ・1本）

ザ・ブレンド117

お刺身サーモン
北海道産（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）
楽陽（1パック）

20粒餃子 168円（税抜）
（税込価格181.44円）

ヤマザキ（各1袋）

ルヴァンバターロール
マーガリン入り（6） 138円（税抜）

（税込価格149.04円）

群馬県産（1袋）

ポリナス

258円（税抜）
（税込価格278.64円）

長野県産（1玉）

レタス

198円（税抜）
（税込価格213.84円）

ピュアセレクトマヨネーズ

198円
（税抜）

（税込価格213.84円）

158円
（税抜）

（税込価格170.64円）

味の素（400・1本）

ライトツナまぐろ油漬け
極洋（70ｇ×3缶・1パック）

若鶏モモ肉
国内産（100ｇ）

98円
（税抜）

（税込価格105.84円）

山形県産他（1袋）

きゅうり 188円（税抜）
（税込価格203.04円）

豚肩ロース切り落とし
国内産（250ｇ・1パック）

（税込価格518.40円）
480円

（税抜）

かつおたくあん

168円
（税抜）

（税込価格181.44円）

ハヤシ漬物店（1パック）

大正製薬（10本入・1カートン）

リポビタンD

（税込価格907.20円）
840円

（税抜）
お一人様
2カートン
限り

惣菜コーナー

230円
（税抜）

たこやき
（10コ・1パック）

お好み焼き
（1枚）

（税込価格248.40円）

380円（税抜）
（税込価格410.40円）惣菜コーナー

198セール！
円均一

（税込価格213.84円）

カップに入ったエビグラタン
味の素（1袋）

おにぎり丸（豚角煮・ポークカレー）
味の素（1袋）

減塩4種の和惣菜
ニッスイ（1袋）

冷凍食品

カップに入ったエビグラタン
味の素（1袋）

おにぎり丸（豚角煮・ポークカレー）
味の素（1袋）

減塩4種の和惣菜
ニッスイ（1袋）

冷凍食品

お一人様
2本限り

お一人様
2缶限り

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）

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）

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）

豚小間切肉豚小間切肉 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）

佐渡牛乳
佐渡乳業（1ℓ・1本） 208円

（税抜）

（税込価格224.64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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