
13水
日14木

日だけのお買得品 15金
日16土

日だけのお買得品
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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）

148円（税抜）
うちのごはん 各種うちのごはん 各種
キッコーマン（各1袋）キッコーマン（各1袋）

（税込価格159.84円）

88円（税抜）
えのき
新潟県産（1袋）新潟県産（1袋）

（税込価格95.04円）

168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181.44円）
158円（税抜）
しめじしめじ
ホクト（1袋）ホクト（1袋）

（税込価格170.64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）

158円（税抜）
洗ごぼう
新潟県産（1本）新潟県産（1本）

（税込価格170.64円）

198円（税抜）
人参
徳島県産（1袋）徳島県産（1袋）

（税込価格213.84円）

498円（税抜）
越後姫
佐渡産（1パック）佐渡産（1パック）

（税込価格537.84円）

350円（税抜）
りんご
青森県産（1パック）青森県産（1パック）

（税込価格378.00円）

セミノール
三重県産他（1パック）三重県産他（1パック）

350円
（税抜）

（税込価格378.00円）

120円各
（税抜）

マウントレーニアクリーミーラテマウントレーニアクリーミーラテ
森永乳業（各240㎖・1本）森永乳業（各240㎖・1本）

（ストロベリーラテ・バナナラテ）（ストロベリーラテ・バナナラテ）

（税込価格129.60円）

178円（税抜）
豚モモ焼肉用豚モモ焼肉用豚モモ焼肉用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

豚モモ焼肉用豚モモ焼肉用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格192.24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（1パック）ノルウェー産（1パック）ノルウェー産（1パック）

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

（税込価格378.00円）
138円（税抜）
銀タラハラス銀タラハラス銀タラハラス
カナダ産（100ｇ）カナダ産（100ｇ）カナダ産（100ｇ）

銀タラハラス銀タラハラス
カナダ産（100ｇ）カナダ産（100ｇ）

（税込価格149.04円）
108円（税抜）
若鶏モモ唐揚用若鶏モモ唐揚用若鶏モモ唐揚用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

若鶏モモ唐揚用若鶏モモ唐揚用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格116.64円）

258円（税抜）
割烹冷し茶わんむし割烹冷し茶わんむし
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）
88円（税抜）
緑豆春雨緑豆春雨
KTM（120ｇ・1パック）KTM（120ｇ・1パック）

（税込価格95.04円）

198円（税抜）
豚肩ローススライス豚肩ローススライス豚肩ローススライス
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

豚肩ローススライス豚肩ローススライス
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格213.84円）
78円（税抜）
若鶏手羽元若鶏手羽元若鶏手羽元
国内産解凍（100ｇ）国内産解凍（100ｇ）国内産解凍（100ｇ）

若鶏手羽元若鶏手羽元
国内産解凍（100ｇ）国内産解凍（100ｇ）

（税込価格84.24円）
158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170.64円）
268円（税抜）
たらこ、明太子たらこ、明太子たらこ、明太子
アメリカ産（100ｇ）アメリカ産（100ｇ）アメリカ産（100ｇ）

たらこ、明太子たらこ、明太子
アメリカ産（100ｇ）アメリカ産（100ｇ）

（税込価格289.44 円）

168円（税抜）
横浜名物焼売横浜名物焼売
楽陽（1パック）楽陽（1パック）

（税込価格181.44円）
268円（税抜）
玉ねぎポン酢玉ねぎポン酢
徳島産業（400㎖・1本）徳島産業（400㎖・1本）

（税込価格289.44円）

980円（税抜）
杜代の蔵　純米酒杜代の蔵　純米酒
キング醸造（2ℓ・1本）キング醸造（2ℓ・1本）

（税込価格1078.00円）

880円（税抜）
黒霧島EX黒霧島EX
霧島酒造（900㎖・1本）霧島酒造（900㎖・1本）

（税込価格968.00円）

780円（税抜）
レッドレッド
サントリー（640㎖・1本）サントリー（640㎖・1本）

（税込価格858.00円）

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

（税込価格437.80円）
198円（税抜）
ごはんですよ 中瓶ごはんですよ 中瓶
桃屋（145ｇ・1コ）桃屋（145ｇ・1コ）

（税込価格213.84円）

108円各
（税抜）

サッポロ一番どんぶり 各種サッポロ一番どんぶり 各種
サンヨー食品（各1コ）サンヨー食品（各1コ）

（税込価格116.64円）

108円各
（税抜）

ホワイトプレート 15㎝
ホワイトプレート 18㎝
ホワイトプレート 15㎝
ホワイトプレート 18㎝

サンナップ（10枚入・1パック）サンナップ（10枚入・1パック）

（税込価格118.80円）

270円（税抜）
原宿ドッグ原宿ドッグ原宿ドッグ原宿ドッグ原宿ドッグ

（3本）（3本）

（カスタード・チーズ・ココアバナナ）（カスタード・チーズ・ココアバナナ）

（税込価格291.60円）

398円各
（税抜）

トイレットロールトイレットロール
（シングル、ダブル）（シングル、ダブル）

エリエール（各12ロール・1袋）エリエール（各12ロール・1袋）

（税込価格437.80円）

パーフェクトサントリービールパーフェクトサントリービールパーフェクトサントリービールパーフェクトサントリービールパーフェクトサントリービール

1,052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

1,320円（税抜）
（税込価格1157.20円）

（税込価格1452.00円）

黒ラベル黒ラベル黒ラベル黒ラベル黒ラベル

1,052円（税抜）
サッポロ（350㎖×6）サッポロ 350㎖×6

サッポロ（500㎖×6）サッポロ 500㎖×6

1,320円（税抜）
（税込価格1157.20円）

（税込価格1452.00円）

揚げもち

298円
（税抜）

（3本）3本

（税込価格321.84円）

298円（税抜）
豊潤ウインナー豊潤ウインナー
日本ハム（90ｇ×2・1束）日本ハム（90ｇ×2・1束）

（税込価格321.84円）
250円（税抜）
塩マス切身塩マス切身
北海道産（5切入・1パック）北海道産（5切入・1パック）

（税込価格270.00円）
138円（税抜）
中華くらげ中華くらげ
タイ産（100ｇ）タイ産（100ｇ）

（税込価格149.04円）
198円（税抜）
シルベーヌシルベーヌ
ブルボン（1箱）ブルボン（1箱）

（税込価格213.84円）

258円各
（税抜）

カスタードケーキ
ブルーベリーパンケーキ
カスタードケーキ
ブルーベリーパンケーキ

ロッテ（1箱）ロッテ（1箱）

（税込価格278.64円） 238円（税抜）
甘納豆テトラ甘納豆テトラ
でん六（1袋）でん六（1袋）

（税込価格257.04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）

188円（税抜）
天ぷら専科天ぷら専科
ヤマサ（330㎖・1本）ヤマサ（330㎖・1本）

（税込価格203.04円）

88円各
（税抜）

クッキークッキー
ブルボン（各1箱）ブルボン（各1箱）

（税込価格95.04円）

98円（税抜）
チチヤス
コーヒーゼリー
チチヤス
コーヒーゼリー

伊藤園（270ｇ・1本）伊藤園（270ｇ・1本）

（税込価格105.84円）

178円各
（税抜）

わが家は焼肉屋さん 各種わが家は焼肉屋さん 各種
キッコーマン（各210ｇ・1本）キッコーマン（各210ｇ・1本）

（税込価格192.24円）

298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321.84円）

138円各
（税抜）

ブルガリアヨーグルト
ブルガリアヨーグルト 脂肪0
ブルガリアヨーグルト
ブルガリアヨーグルト 脂肪0

明治（各400ｇ・1コ）明治（各400ｇ・1コ）

（税込価格149.04円） 248円各
（税抜）

スライスチーズ
とろけるスライスチーズ
スライスチーズ
とろけるスライスチーズ

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）

258円各
（税抜）

杏仁豆腐
マンゴープリン
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）

濃厚ナポリタン
たらこパスタ

五木食品（各3食入・1袋）五木食品（各3食入・1袋）

238円各
（税抜）

（税込価格257.04 円）

100円各
（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（各4個入・1コ）QBB（各4個入・1コ）

（税込価格108.00円）

惣菜コーナー

88円（税抜）
えのき
新潟県産（1袋）新潟県産（1袋）

（税込価格95.04円）

158円（税抜）
洗ごぼう
新潟県産（1本）新潟県産（1本）

（税込価格170.64円）

198円（税抜）
人参
徳島県産（1袋）徳島県産（1袋）

（税込価格213.84円）

498円（税抜）
越後姫
佐渡産（1パック）佐渡産（1パック）

（税込価格537.84円）

350円（税抜）
りんご
青森県産（1パック）青森県産（1パック）

（税込価格378.00円）

298円（税抜）
豊潤ウインナー豊潤ウインナー
日本ハム（90ｇ×2・1束）日本ハム（90ｇ×2・1束）

（税込価格321.84円）
250円（税抜）
塩マス切身塩マス切身
北海道産（5切入・1パック）北海道産（5切入・1パック）

（税込価格270.00円）
138円（税抜）
中華くらげ中華くらげ
タイ産（100ｇ）タイ産（100ｇ）

（税込価格149.04円）
198円（税抜）
シルベーヌシルベーヌ
ブルボン（1箱）ブルボン（1箱）

（税込価格213.84円）

258円各
（税抜）

カスタードケーキ
ブルーベリーパンケーキ
カスタードケーキ
ブルーベリーパンケーキ

ロッテ（1箱）ロッテ（1箱）

（税込価格278.64円） 238円（税抜）
甘納豆テトラ甘納豆テトラ
でん六（1袋）でん六（1袋）

（税込価格257.04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）

980円（税抜）
杜代の蔵　純米酒杜代の蔵　純米酒
キング醸造（2ℓ・1本）キング醸造（2ℓ・1本）

（税込価格1078.00円）

880円（税抜）
黒霧島EX黒霧島EX
霧島酒造（900㎖・1本）霧島酒造（900㎖・1本）

（税込価格968.00円）

780円（税抜）
レッドレッド
サントリー（640㎖・1本）サントリー（640㎖・1本）

（税込価格858.00円）

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

（税込価格437.80円）

188円（税抜）
天ぷら専科天ぷら専科
ヤマサ（330㎖・1本）ヤマサ（330㎖・1本）

（税込価格203.04円）

148円（税抜）
うちのごはん 各種うちのごはん 各種
キッコーマン（各1袋）キッコーマン（各1袋）

（税込価格159.84円）

198円（税抜）
ごはんですよ 中瓶ごはんですよ 中瓶
桃屋（145ｇ・1コ）桃屋（145ｇ・1コ）

（税込価格213.84円）

88円各
（税抜）

クッキークッキー
ブルボン（各1箱）ブルボン（各1箱）

（税込価格95.04円）

98円（税抜）
チチヤス
コーヒーゼリー
チチヤス
コーヒーゼリー

伊藤園（270ｇ・1本）伊藤園（270ｇ・1本）

（税込価格105.84円）

178円各
（税抜）

わが家は焼肉屋さん 各種わが家は焼肉屋さん 各種
キッコーマン（各210ｇ・1本）キッコーマン（各210ｇ・1本）

（税込価格192.24円）

108円各
（税抜）

サッポロ一番どんぶり 各種サッポロ一番どんぶり 各種
サンヨー食品（各1コ）サンヨー食品（各1コ）

（税込価格116.64円）
298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321.84円）

108円各
（税抜）

ホワイトプレート 15㎝
ホワイトプレート 18㎝
ホワイトプレート 15㎝
ホワイトプレート 18㎝

サンナップ（10枚入・1パック）サンナップ（10枚入・1パック）

（税込価格118.80円）

138円各
（税抜）

ブルガリアヨーグルト
ブルガリアヨーグルト 脂肪0
ブルガリアヨーグルト
ブルガリアヨーグルト 脂肪0

明治（各400ｇ・1コ）明治（各400ｇ・1コ）

（税込価格149.04円） 248円各
（税抜）

スライスチーズ
とろけるスライスチーズ
スライスチーズ
とろけるスライスチーズ

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）

258円各
（税抜）

杏仁豆腐
マンゴープリン
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）

セミノール
三重県産他（1パック）三重県産他（1パック）

350円
（税抜）

（税込価格378.00円）

濃厚ナポリタン
たらこパスタ

五木食品（各3食入・1袋）五木食品（各3食入・1袋）

238円各
（税抜）

（税込価格257.04 円）

惣菜コーナー

270円（税抜）
原宿ドッグ原宿ドッグ原宿ドッグ原宿ドッグ原宿ドッグ

（3本）（3本）

（カスタード・チーズ・ココアバナナ）（カスタード・チーズ・ココアバナナ）

（税込価格291.60円）

398円各
（税抜）

トイレットロールトイレットロール
（シングル、ダブル）（シングル、ダブル）

エリエール（各12ロール・1袋）エリエール（各12ロール・1袋）

（税込価格437.80円）

100円各
（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（各4個入・1コ）QBB（各4個入・1コ）

（税込価格108.00円）

178円（税抜）
豚モモ焼肉用豚モモ焼肉用豚モモ焼肉用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

豚モモ焼肉用豚モモ焼肉用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格192.24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（1パック）ノルウェー産（1パック）ノルウェー産（1パック）

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

（税込価格378.00円）
138円（税抜）
銀タラハラス銀タラハラス銀タラハラス
カナダ産（100ｇ）カナダ産（100ｇ）カナダ産（100ｇ）

銀タラハラス銀タラハラス
カナダ産（100ｇ）カナダ産（100ｇ）

（税込価格149.04円）
198円（税抜）
豚肩ローススライス豚肩ローススライス豚肩ローススライス
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

豚肩ローススライス豚肩ローススライス
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格213.84円）
78円（税抜）
若鶏手羽元若鶏手羽元若鶏手羽元
国内産解凍（100ｇ）国内産解凍（100ｇ）国内産解凍（100ｇ）

若鶏手羽元若鶏手羽元
国内産解凍（100ｇ）国内産解凍（100ｇ）

（税込価格84.24円）
108円（税抜）
若鶏モモ唐揚用若鶏モモ唐揚用若鶏モモ唐揚用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

若鶏モモ唐揚用若鶏モモ唐揚用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格116.64円）
158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170.64円）
268円（税抜）
たらこ、明太子たらこ、明太子たらこ、明太子
アメリカ産（100ｇ）アメリカ産（100ｇ）アメリカ産（100ｇ）

たらこ、明太子たらこ、明太子
アメリカ産（100ｇ）アメリカ産（100ｇ）

（税込価格289.44 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）
168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181.44円）
158円（税抜）
しめじしめじ
ホクト（1袋）ホクト（1袋）

（税込価格170.64円）
120円各

（税抜）

マウントレーニアクリーミーラテマウントレーニアクリーミーラテ
森永乳業（各240㎖・1本）森永乳業（各240㎖・1本）

（ストロベリーラテ・バナナラテ）（ストロベリーラテ・バナナラテ）

（税込価格129.60円）
168円（税抜）
横浜名物焼売横浜名物焼売
楽陽（1パック）楽陽（1パック）

（税込価格181.44円）
258円（税抜）
割烹冷し茶わんむし割烹冷し茶わんむし
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）
88円（税抜）
緑豆春雨緑豆春雨
KTM（120ｇ・1パック）KTM（120ｇ・1パック）

（税込価格95.04円）
268円（税抜）
玉ねぎポン酢玉ねぎポン酢
徳島産業（400㎖・1本）徳島産業（400㎖・1本）

（税込価格289.44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）

パーフェクトサントリービールパーフェクトサントリービールパーフェクトサントリービールパーフェクトサントリービールパーフェクトサントリービール

1,052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

1,320円（税抜）
（税込価格1157.20円）

（税込価格1452.00円）

黒ラベル黒ラベル黒ラベル黒ラベル黒ラベル

1,052円（税抜）
サッポロ（350㎖×6）サッポロ 350㎖×6

サッポロ（500㎖×6）サッポロ 500㎖×6

1,320円（税抜）
（税込価格1157.20円）

（税込価格1452.00円）

揚げもち

298円
（税抜）

（3本）3本

（税込価格321.84円）

この広告の売り出し期間

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。

4月13水
日 16土

日 4日間のお買得品～
4月

13 16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。

お知らせ

春野菜には、新陳代謝
の促進、血行促進、疲
労回復効果など様々な
効果が期待できるとい
われています。
春野菜で冬の体をリ
セットして、活発に行き
ましょう！

春野菜で栄養を！



 
 

 
 

 
 

高知県産（1袋）

ニラ 138円（税抜）
（税込価格149.04円）

茨城県産（1袋）

小松菜 128円（税抜）
（税込価格138.24円）

甘熟王
フィリピン産（1袋）

258円（税抜）
（税込価格278.64円）

きゅうり
群馬県産他（1袋）

158円（税抜）
（税込価格170.64円）

長崎県産他（100ｇ）

新玉ねぎ 48円（税抜）
（税込価格51.84円）鹿児島県産他（1袋）

新じゃがいも258円（税抜）
（税込価格278.64円）

レタス
茨城県産（1玉）

178円（税抜）
（税込価格192.24円）

おてごろたまご
新潟県産（1パック）

128円
（税抜）

（税込価格138.24円）

お刺身盛り合わせ
当店特製（1パック）

780円（税抜）
（税込価格842.40円）

ネギトロ
太平洋産（1パック）

350円（税抜）
（税込価格378.00円）

串だんご（3）
ヤマザキ（各1パック）

（たれ、つぶあん）

（税込価格95.04円）
88円各

（税抜）

若鶏ムネ肉
国内産（100ｇ）

58円
（税抜）

（税込価格62.64 円）

紀文（各1パック）

餃子各種 228円各
（税抜）

（税込価格246.24 円）

298円
（税抜）

エビフライ
（5本）

（税込価格321.84 円）

リラックマの緑茶
リラックマのほうじ茶
リラックマの麦茶

ダイドー（各1本）

（税込価格410.40円）（税込価格73.44円）
380円

（税抜）68円（税抜）

お刺身サーモン
チリ産（100ｇ）

380円（税抜）
（税込価格410.40円）

白身魚フライ
（4枚）

250円
（税抜）

（税込価格270.00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）

（税込価格138.24円）

お豆腐屋さんのがんも　　　　　　　　　　　　　　　　　
マック（3コ入・1袋）

128円（税抜）
（税込価格105.84円）

手揚げ風油あげ
マック（2枚入・1袋）

98円（税抜）

ハウス食品（各185ｇ・1箱）

（中辛、辛口）
ジャワカレー

（税込価格257.04円）
238円各

（税抜）

麻婆豆腐の素  各種
丸美屋（各1箱）

（税込価格321.84円）（税込価格170.64円）
　298円

（税抜）158円（税抜）

ベビーホタテ
北海道産（100ｇ）

228円（税抜）
（税込価格246.24円）

サンドイッチ
（1コ）

280円
（税抜）

（税込価格302.40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）

増子（各1パック）

（べったら、甘口、みそ味、かつお味）
食べ切りたくあん 98円各

（税抜）

（税込価格105.84円）

豚モモ切落し
国内産（280ｇ・1パック）

（税込価格518.40円）
480円（税抜）

ほんだし
味の素（120ｇ・1箱）

（税込価格289.44円）
268円

（税抜）

ピュアセレクトマヨネーズ
味の素（400ｇ・1本）

（税込価格213.84円）
198円

（税抜）

焼とうふ
かごや（1パック）

98円（税抜）
（税込価格105.84円）

もめん豆腐
かごや（1パック）

68円（税抜）
（税込価格73.44円）

塩サバ
ノルウェー産（1尾）　

380円
（税抜）

（税込価格410.40円）

カツオタタキ
静岡県産（100ｇ）

148円
（税抜）

（税込価格159.84円）
カツ煮（たまごとじ）

（1パック）

280円
（税抜）

（税込価格302.40円）

豚ロース生姜焼用
国内産（100ｇ）

218円
（税抜）

（税込価格235.44円）

昆布つゆ
ヤマサ（1.8ℓ・1本）

（税込価格419.04円）
388円

（税抜）

豚バラうす切り
国内産（270ｇ・1パック）

480円
（税抜）

（税込価格518.40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4 4

44

惣菜コーナー

お一人様
2パック限り

焼とうふ
かごや（1パック）

98円（税抜）
（税込価格105.84円）

もめん豆腐
かごや（1パック）

68円（税抜）
（税込価格73.44円）

塩サバ
ノルウェー産（1尾）　

380円
（税抜）

（税込価格410.40円）

カツオタタキ
静岡県産（100ｇ）

148円
（税抜）

（税込価格159.84円）

お刺身サーモン
チリ産（100ｇ）

380円（税抜）
（税込価格410.40円）

ベビーホタテ
北海道産（100ｇ）

228円（税抜）
（税込価格246.24円）

カツ煮（たまごとじ）
（1パック）

280円
（税抜）

（税込価格302.40円）

惣菜コーナー

サンドイッチ
（1コ）

280円
（税抜）

（税込価格302.40円）

惣菜コーナー

白身魚フライ
（4枚）

250円
（税抜）

（税込価格270.00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）

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）

お刺身盛り合わせ
当店特製（1パック）

780円（税抜）
（税込価格842.40円）

ネギトロ
太平洋産（1パック）

350円（税抜）
（税込価格378.00円）

串だんご（3）
ヤマザキ（各1パック）

（たれ、つぶあん）

（税込価格95.04円）
88円各

（税抜）

（税込価格138.24円）

お豆腐屋さんのがんも　　　　　　　　　　　　　　　　　
マック（3コ入・1袋）

128円（税抜）
（税込価格105.84円）

手揚げ風油あげ
マック（2枚入・1袋）

98円（税抜）

若鶏ムネ肉
国内産（100ｇ）

58円
（税抜）

（税込価格62.64 円）

豚バラうす切り
国内産（250ｇ・1パック）

480円
（税抜）

（税込価格518.40円）

豚ロース生姜焼用
国内産（100ｇ）

218円
（税抜）

（税込価格235.44円）

長崎県産他（100ｇ）

新玉ねぎ 48円（税抜）
（税込価格51.84円）鹿児島県産他（1袋）

新じゃがいも258円（税抜）
（税込価格278.64円）

増子（各1パック）

（べったら、甘口、みそ味、かつお味）
食べ切りたくあん 98円各

（税抜）

（税込価格105.84円）

紀文（各1パック）

餃子各種 228円各
（税抜）

（税込価格246.24 円）

高知県産（1袋）

ニラ 138円（税抜）
（税込価格149.04円）

茨城県産（1袋）

小松菜 128円（税抜）
（税込価格138.24円）

豚モモ切落し
国内産（280ｇ・1パック）

（税込価格518.40円）
480円（税抜）

298円
（税抜）

エビフライ
（5本）

（税込価格321.84 円）

惣菜コーナー

ほんだし
味の素（120ｇ・1箱）

（税込価格289.44円）
268円

（税抜）

レタス
茨城県産（1玉）

178円（税抜）
（税込価格192.24円）

甘熟王
フィリピン産（1袋）

258円（税抜）
（税込価格278.64円）

きゅうり
群馬県産他（1袋）

158円（税抜）
（税込価格170.64円）

おてごろたまご
新潟県産（1パック）

128円
（税抜）

（税込価格138.24円）

数量
限定

お一人様
2本限り

お一人様
2箱限り

ピュアセレクトマヨネーズ
味の素（400ｇ・1本）

（税込価格213.84円）
198円

（税抜）お一人様
2本限り

昆布つゆ
ヤマサ（1.8ℓ・1本）

（税込価格419.04円）
388円

（税抜）

ハウス食品（各185ｇ・1箱）

（中辛、辛口）
ジャワカレー

（税込価格257.04円）
238円各

（税抜）お一人様
2箱限り

16

13 15

14

198セール！
円均一

（税込価格213.84円）

お一人様
2箱限り

2
箱

麻婆豆腐の素  各種
丸美屋（各1箱）

（税込価格321.84円）（税込価格170.64円）
　298円

（税抜）158円（税抜）１
箱

6
本

リラックマの緑茶
リラックマのほうじ茶
リラックマの麦茶

ダイドー（各1本）

（税込価格410.40円）（税込価格73.44円）
380円

（税抜）68円（税抜）1
本

お一人様合わせて6本限り

洋食亭お弁当ハンバーグ
味の素（1袋）

いろいろ便利なスパゲッティ
日清製粉（1袋）

（ナポリタン、たらこ）

オクラの肉巻き
マルハニチロ（1袋）

冷凍食品

洋食亭お弁当ハンバーグ
味の素（1袋）

いろいろ便利なスパゲッティ
日清製粉（1袋）

（ナポリタン、たらこ）

オクラの肉巻き
マルハニチロ（1袋）

冷凍食品

佐渡牛乳
佐渡乳業（1ℓ・1本） 208円

（税抜）

（税込価格224.64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）

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 118円
（税抜）

（税込価格127.44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）

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）

118円
（税抜）

（税込価格127.44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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