
22水
日23木

日だけのお買得品 24金
日25土

日だけのお買得品

いちご
栃木県産他（1パック）栃木県産他（1パック）

750円
（税抜）

（税込価格810.00円）

380円（税抜）
ムキエビムキエビ
インドネシア産（180ｇ）インドネシア産（180ｇ）

（税込価格410.40円）

98円（税抜）
えのき
新潟県産（1袋）新潟県産（1袋）

（税込価格105.84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）

178円（税抜）
まいたけ
ホクト（1袋）ホクト（1袋）

（税込価格192.24円）

498円（税抜）
オレンジ
オーストラリア産（1袋）オーストラリア産（1袋）

（税込価格537.84円）
430円（税抜）
みかん
和歌山県産他（1袋）和歌山県産他（1袋）

（税込価格464.40円）

178円（税抜）
ニラニラ
高知県産（1袋）高知県産（1袋）

（税込価格192.24円）

128円（税抜）
長ネギ長ネギ
羽茂産（1束）羽茂産（1束）

（税込価格138.24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）
198円（税抜）
人参人参
千葉県産他（1袋）千葉県産他（1袋）

（税込価格213.84円）

480円（税抜）
味付数の子味付数の子味付数の子
カナダ産（100ｇ）カナダ産（100ｇ）カナダ産（100ｇ）

味付数の子味付数の子
カナダ産（100ｇ）カナダ産（100ｇ）

（税込価格518.40円）148円（税抜）
カラスカレイ照焼用カラスカレイ照焼用カラスカレイ照焼用
アメリカ産（100ｇ）アメリカ産（100ｇ）アメリカ産（100ｇ）

カラスカレイ照焼用カラスカレイ照焼用
アメリカ産（100ｇ）アメリカ産（100ｇ）

（税込価格159.84円）

198円（税抜）
星たべよ　
キラキラアソート

栗山（1袋）栗山（1袋）

（税込価格213.84円） （税込価格228.80円）

クックパークッキングシート M
旭化成（25㎝×5ｍ・1本）旭化成（25㎝×5ｍ・1本）
クックパークッキングシート L
旭化成（30㎝×5ｍ・1本）旭化成（30㎝×5ｍ・1本）

218円（税抜） 208円（税抜）
（税込価格239.80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）
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）

258円（税抜）
ごま油ごま油
かどや（200ｇ・1本）かどや（200ｇ・1本）

（税込価格278.64円）
138円各

（税抜）

パリパリ無限キャベツのもとめんたいチーズ味
パリパリ無限キャベツのもと
パリパリ無限レタスのもと

パリパリ無限キャベツのもとめんたいチーズ味
パリパリ無限キャベツのもと
パリパリ無限レタスのもと

東洋水産（各1パック）東洋水産（各1パック）

（税込価格149.04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）
塩銀鮭切り身塩銀鮭切り身塩銀鮭切り身
チリ産（100ｇ）チリ産（100ｇ）チリ産（100ｇ）

塩銀鮭切り身塩銀鮭切り身
チリ産（100ｇ）チリ産（100ｇ）

（税込価格170.64円）
138円（税抜）
ホイップ  植物性ホイップ  植物性
雪印メグミルク（200㎖・1コ）雪印メグミルク（200㎖・1コ）

（税込価格149.04円）

208円（税抜）
ホットケーキミックスホットケーキミックス
昭和産業（200ｇ×3・1箱）昭和産業（200ｇ×3・1箱）

（税込価格224.64円）
268円各

（税抜）

北海道産ポテトグラタン  海老と4種のチーズ
北海道ポテトグラタン  ベーコンと4種のチーズ
北海道産ポテトグラタン  海老と4種のチーズ
北海道ポテトグラタン  ベーコンと4種のチーズ

ふじや（100ｇ×3・1パック）ふじや（100ｇ×3・1パック）

（税込価格289.44円）

138円（税抜）
松竹梅天松竹梅天
宝酒造（200㎖・1本）宝酒造（200㎖・1本）

（税込価格151.80円）
988円（税抜）
エンシャント・クランエンシャント・クラン
国分グループ（700㎖・1本）国分グループ（700㎖・1本）

（税込価格1086.80円）99円（税抜）
すらっと各種すらっと各種
アサヒ（350㎖・1本）アサヒ（350㎖・1本）

（税込価格108.90円）

298円（税抜）
チキンナゲットチキンナゲット
丸大食品（280ｇ・1袋）丸大食品（280ｇ・1袋）

（税込価格321.84円）

88円（税抜）
焼プリン
森永（140ｇ・1コ）森永（140ｇ・1コ）

（税込価格95.04円）
380円（税抜）
生クリーム
塚田（200㎖・1コ）塚田（200㎖・1コ）

（税込価格410.40円）
78円（税抜）
クリームスイーツ  
コーヒーゼリー

雪印メグミルク（110ｇ・1コ）雪印メグミルク（110ｇ・1コ）

（税込価格84.24円）
378円（税抜）
ホテルシェフ仕様
欧州ビーフカレー

エスビー（4個パック）エスビー（4個パック）

（税込価格408.24円）

85円（税抜）
キャラメルコーン
東ハト（各1袋）東ハト（各1袋）

（税込価格91.80円）

88円（税抜）
かっぱえびせん
カルビー（各1袋）カルビー（各1袋）

（税込価格95.04円）

98円（税抜）
混ぜ込みわかめ　各種
丸美屋（各1袋）丸美屋（各1袋）

（税込価格105.84円）

88円（税抜）
サラマカ5
はごろも（160ｇ・1パック）はごろも（160ｇ・1パック）

（税込価格95.04円）

288円（税抜）
クノールカップスープ 徳用
味の素（8パック・1箱）味の素（8パック・1箱）

（税込価格311.04円）

88円（税抜）
から揚げ粉
日清フーズ（100ｇ・1袋）日清フーズ（100ｇ・1袋）

（税込価格95.04円）

88円（税抜）
とくとくケース（6・8・9号）
三菱（各1コ）三菱（各1コ）

（税込価格96.80円）268円（税抜）
ネピネピ
ティッシュBOX

王子ネピア（150ｗ×5パック・1パック）王子ネピア（150ｗ×5パック・1パック）

（税込価格294.80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）
一口エビフライ一口エビフライ
松岡（1袋）松岡（1袋）

（税込価格321.84円）

298円（税抜）
イカリングフライイカリングフライ
STフーズ（1袋）STフーズ（1袋）

（税込価格321.84円）

ボン・ルージュ 
有機ワイン

メルシャン（720㎖・1本）メルシャン（720㎖・1本）

658円
（税抜）

（税込価格723.80円）

シチューパイ
伊藤ハム（各1パック）伊藤ハム（各1パック）

（ビーフシチュー、若鶏のクリーム）（ビーフシチュー、若鶏のクリーム）

258円各
（税抜）

（税込価格278.64円）

350円（税抜）
たこやきたこやきたこやきたこやきたこやき

（10コ）（10コ）

（税込価格378.00円）

230円（税抜）
お好み焼きお好み焼きお好み焼きお好み焼きお好み焼き

（1枚）（1枚）

（税込価格248.40円）

228円各
（税抜）

ピザガーデンピザガーデン
（マルゲリータ、ベーコン）（マルゲリータ、ベーコン）

伊藤ハム（各1パック）伊藤ハム（各1パック）

（税込価格246.24円）

金麦　ザ・ラガー金麦　ザ・ラガー金麦　ザ・ラガー金麦　ザ・ラガー金麦　ザ・ラガー

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）

ザ・リッチザ・リッチザ・リッチザ・リッチザ・リッチ

698円（税抜）
アサヒ（350㎖×6）アサヒ 350㎖×6

アサヒ（500㎖×6）アサヒ 500㎖×6

982円（税抜）
（税込価格767.80円）

（税込価格1080.20円）

258円（税抜）
杏仁豆腐
マンゴープリン

アイティーフーズ（各1パック）アイティーフーズ（各1パック）

（税込価格278.64円）
各

78円（税抜）
POPフルーツパンチ
POPメロンソーダ

サントリー（600㎖・1本）サントリー（600㎖・1本）

（税込価格84.24円）
各

138円（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

明治（各400ｇ・1コ）明治（各400ｇ・1コ）

（税込価格149.04円）
各

L M

238円（税抜）
ポッキー9袋
プリッツ9袋

グリコ（各1袋）グリコ（各1袋）

（税込価格257.04円） 138円（税抜）
松竹梅天松竹梅天
宝酒造（200㎖・1本）宝酒造（200㎖・1本）

（税込価格151.80円）
988円（税抜）
エンシャント・クランエンシャント・クラン
国分グループ（700㎖・1本）国分グループ（700㎖・1本）

（税込価格1086.80円）99円（税抜）
すらっと各種すらっと各種
アサヒ（350㎖・1本）アサヒ（350㎖・1本）

（税込価格108.90円）

98円（税抜）
えのき
新潟県産（1袋）新潟県産（1袋）

（税込価格105.84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）

498円（税抜）
オレンジ
オーストラリア産（1袋）オーストラリア産（1袋）

（税込価格537.84円）

178円（税抜）
まいたけ
ホクト（1袋）ホクト（1袋）

（税込価格192.24円）

430円（税抜）
みかん
和歌山県産他（1袋）和歌山県産他（1袋）

（税込価格464.40円）

298円（税抜）
チキンナゲットチキンナゲット
丸大食品（280ｇ・1袋）丸大食品（280ｇ・1袋）

（税込価格321.84円）

88円（税抜）
焼プリン
森永（140ｇ・1コ）森永（140ｇ・1コ）

（税込価格95.04円）
380円（税抜）
生クリーム
塚田（200㎖・1コ）塚田（200㎖・1コ）

（税込価格410.40円）
78円（税抜）
クリームスイーツ  
コーヒーゼリー

雪印メグミルク（110ｇ・1コ）雪印メグミルク（110ｇ・1コ）

（税込価格84.24円）
378円（税抜）
ホテルシェフ仕様
欧州ビーフカレー

エスビー（4個パック）エスビー（4個パック）

（税込価格408.24円）

198円（税抜）
星たべよ　
キラキラアソート

栗山（1袋）栗山（1袋）

（税込価格213.84円）

85円（税抜）
キャラメルコーン
東ハト（各1袋）東ハト（各1袋）

（税込価格91.80円）

88円（税抜）
かっぱえびせん
カルビー（各1袋）カルビー（各1袋）

（税込価格95.04円）

98円（税抜）
混ぜ込みわかめ　各種
丸美屋（各1袋）丸美屋（各1袋）

（税込価格105.84円）

88円（税抜）
サラマカ5
はごろも（160ｇ・1パック）はごろも（160ｇ・1パック）

（税込価格95.04円）

288円（税抜）
クノールカップスープ 徳用
味の素（8パック・1箱）味の素（8パック・1箱）

（税込価格311.04円）

88円（税抜）
から揚げ粉
日清フーズ（100ｇ・1袋）日清フーズ（100ｇ・1袋）

（税込価格95.04円）

88円（税抜）
とくとくケース（6・8・9号）
三菱（各1コ）三菱（各1コ）

（税込価格96.80円）268円（税抜）
ネピネピ
ティッシュBOX

王子ネピア（150ｗ×5パック・1パック）王子ネピア（150ｗ×5パック・1パック）

（税込価格294.80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）

380円（税抜）
ムキエビムキエビ
インドネシア産（180ｇ）インドネシア産（180ｇ）

（税込価格410.40円）

298円（税抜）
一口エビフライ一口エビフライ
松岡（1袋）松岡（1袋）

（税込価格321.84円）

298円（税抜）
イカリングフライイカリングフライ
STフーズ（1袋）STフーズ（1袋）

（税込価格321.84円）
いちご
栃木県産他（1パック）栃木県産他（1パック）

750円
（税抜）

（税込価格810.00円）

ボン・ルージュ 
有機ワイン

メルシャン（720㎖・1本）メルシャン（720㎖・1本）

658円
（税抜）

（税込価格723.80円）

シチューパイ
伊藤ハム（各1パック）伊藤ハム（各1パック）

（ビーフシチュー、若鶏のクリーム）（ビーフシチュー、若鶏のクリーム）

258円各
（税抜）

（税込価格278.64円）

惣菜コーナー

350円（税抜）
たこやきたこやきたこやきたこやきたこやき

（10コ）（10コ）

（税込価格378.00円）

惣菜コーナー

230円（税抜）
お好み焼きお好み焼きお好み焼きお好み焼きお好み焼き

（1枚）（1枚）

（税込価格248.40円）

228円各
（税抜）

ピザガーデンピザガーデン
（マルゲリータ、ベーコン）（マルゲリータ、ベーコン）

伊藤ハム（各1パック）伊藤ハム（各1パック）

（税込価格246.24円）

金麦　ザ・ラガー金麦　ザ・ラガー金麦　ザ・ラガー金麦　ザ・ラガー金麦　ザ・ラガー

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）

ザ・リッチザ・リッチザ・リッチザ・リッチザ・リッチ

698円（税抜）
アサヒ（350㎖×6）アサヒ 350㎖×6

アサヒ（500㎖×6）アサヒ 500㎖×6

982円（税抜）
（税込価格767.80円）

（税込価格1080.20円）

258円（税抜）
杏仁豆腐
マンゴープリン

アイティーフーズ（各1パック）アイティーフーズ（各1パック）

（税込価格278.64円）
各

78円（税抜）
POPフルーツパンチ
POPメロンソーダ

サントリー（600㎖・1本）サントリー（600㎖・1本）

（税込価格84.24円）
各

138円（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

明治（各400ｇ・1コ）明治（各400ｇ・1コ）

（税込価格149.04円）
各

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）

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）
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）
480円（税抜）
味付数の子味付数の子味付数の子
カナダ産（100ｇ）カナダ産（100ｇ）カナダ産（100ｇ）

味付数の子味付数の子
カナダ産（100ｇ）カナダ産（100ｇ）

（税込価格518.40円）158円（税抜）
塩銀鮭切り身塩銀鮭切り身塩銀鮭切り身
チリ産（100ｇ）チリ産（100ｇ）チリ産（100ｇ）

塩銀鮭切り身塩銀鮭切り身
チリ産（100ｇ）チリ産（100ｇ）

（税込価格170.64円）
148円（税抜）
カラスカレイ照焼用カラスカレイ照焼用カラスカレイ照焼用
アメリカ産（100ｇ）アメリカ産（100ｇ）アメリカ産（100ｇ）

カラスカレイ照焼用カラスカレイ照焼用
アメリカ産（100ｇ）アメリカ産（100ｇ）

（税込価格159.84円）

178円（税抜）
ニラニラ
高知県産（1袋）高知県産（1袋）

（税込価格192.24円）

128円（税抜）
長ネギ長ネギ
羽茂産（1束）羽茂産（1束）

（税込価格138.24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）
198円（税抜）
人参人参
千葉県産他（1袋）千葉県産他（1袋）

（税込価格213.84円）

138円（税抜）
ホイップ  植物性ホイップ  植物性
雪印メグミルク（200㎖・1コ）雪印メグミルク（200㎖・1コ）

（税込価格149.04円）

258円（税抜）
ごま油ごま油
かどや（200ｇ・1本）かどや（200ｇ・1本）

（税込価格278.64円）
208円（税抜）
ホットケーキミックスホットケーキミックス
昭和産業（200ｇ×3・1箱）昭和産業（200ｇ×3・1箱）

（税込価格224.64円）
268円各

（税抜）

北海道産ポテトグラタン  海老と4種のチーズ
北海道ポテトグラタン  ベーコンと4種のチーズ
北海道産ポテトグラタン  海老と4種のチーズ
北海道ポテトグラタン  ベーコンと4種のチーズ

ふじや（100ｇ×3・1パック）ふじや（100ｇ×3・1パック）

（税込価格289.44円）
138円各

（税抜）

パリパリ無限キャベツのもとめんたいチーズ味
パリパリ無限キャベツのもと
パリパリ無限レタスのもと

パリパリ無限キャベツのもとめんたいチーズ味
パリパリ無限キャベツのもと
パリパリ無限レタスのもと

東洋水産（各1パック）東洋水産（各1パック）

（税込価格149.04円）

L M

（税込価格228.80円）

クックパークッキングシート M
旭化成（25㎝×5ｍ・1本）旭化成（25㎝×5ｍ・1本）
クックパークッキングシート L
旭化成（30㎝×5ｍ・1本）旭化成（30㎝×5ｍ・1本）

218円（税抜） 208円（税抜）
（税込価格239.80円）

238円（税抜）
ポッキー9袋
プリッツ9袋

グリコ（各1袋）グリコ（各1袋）

（税込価格257.04円）

12月22水
日 25土

日 4日間のお買得品～
12月

22 25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

12/31 午後6時閉店
1/1・1/2 休業
1/3 午後5時閉店
1/4 から通常営業

年末・年始
営業時間のお知らせ

12月26日から29日まで
に1,000円以上お買い
上げのお客様にお得な
クーポンをレジにてお渡
しいたします。
クーポンは12月30日、
31日にご利用いただけ
ます。

1年間の
感謝を込めて
1年間の
感謝を込めて
1年間の
感謝を込めて



 
 

 
 

 
 

お刺身用トロサーモン
チリ産（100ｇ）

248円（税抜）
（税込価格267.84円）

豚モモしゃぶしゃぶ用
国内産（330ｇ・1パック）

（税込価格518.40円）
480円

（税抜）

熊本県産（100ｇ）

ミニトマト 108円（税抜）
（税込価格116.64円）

群馬県産他（1コ）

ブロッコリー 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）
香川、兵庫県産（1玉）

レタス
198円（税抜）
（税込価格213.84円）

愛知県産（1玉）

キャベツ 198円（税抜）
（税込価格213.84円）

高知県産他（1袋）

きゅうり 168円（税抜）
（税込価格181.44円）

かぼちゃ
メキシコ産（¼カット）

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）

280円
（税抜）

サンドイッチ
（1コ）

（税込価格302.40円）

一平ちゃん夜店のやきそば

108円各
（税抜）

（税込価格116.64円）

明星（1コ）

わかめラーメンごましょうゆ
エースコック（1コ）

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）

（税込価格378.00円）

ネギトロ
太平洋産（1パック）

350円（税抜）

（税込価格181.44円）

20粒餃子
楽陽（1パック）

168円（税抜）

若鶏ムネ肉
国内産（100ｇ）

58円
（税抜）

（税込価格62.64円）

釜めしの素  各種
丸美屋（各1箱）

（税込価格192.24円）
178円

（税抜）

北海道シチュークリーム
ハウス食品（180ｇ・1箱）

（税込価格213.84円）
198円

（税抜）

若鶏モモ唐揚用
国内産（100ｇ）

100円（税抜）
（税込価格108.00円）

ローストチキン
骨付もも唐揚

豚肩ロースすき焼用
国内産（250ｇ・1パック）

480円（税抜）
（税込価格518.40円）

（税込価格311.04円）

ケーキ（2）
ヤマザキ（各1パック）

288円（税抜）

（税込価格278.64円）

たらこパスタ
濃厚ナポリタン

五木食品（各3食入・1袋）

258円各
（税抜）

ニップン（240ｇ・1袋）

パスタソース 各種

（税込価格105.84円）
98円

（税抜）

はごろも（700ｇ・1袋）

ポポロスパ 7分結束

（税込価格203.04円）
188円

（税抜）

当店特製（1パック）

（2～3人前）
手巻寿司セット

780円（税抜）
（税込価格842.40円）

切り身カレイ焼魚
アメリカ産（3枚）

298円（税抜）
（税込価格321.84円）

チューリップ唐揚
（5本）

350円
（税抜）

（税込価格378.00円）

ヤマザキ（1パック）

ロイヤルブレッド
サンドイッチ用（12）178円（税抜）

（税込価格192.24円）

豚バラ焼肉用
国内産（100ｇ）

（税込価格181.44円）
168円（税抜）

吉野家キムチ
備後漬物（1パック）

（税込価格213.84円）
198円（税抜）

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）

赤魚
ポルトガル産（2尾）

298円
（税抜）

（税込価格321.84円）

380円
（税抜）

とりもも照焼
（1枚）

（税込価格410.40円）

円
（税込価格278.64円）

258（税抜）

日清フーズ（1ｋｇ・1袋）

密封チャック付 フラワー

円
（税込価格278.64円）

258（税抜）

エーコープ（1000ｇ・1本）

サラダ油

※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12 12

1212

25

22 24

23

惣菜コーナー

お一人様
2パック限り

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）

赤魚
ポルトガル産（2尾）

298円
（税抜）

（税込価格321.84円）

若鶏モモ唐揚用
国内産（100ｇ）

100円（税抜）
（税込価格108.00円）

切り身カレイ焼魚
アメリカ産（3枚）

298円（税抜）
（税込価格321.84円）

愛知県産（1玉）

キャベツ 198円（税抜）
（税込価格213.84円）

かぼちゃ
メキシコ産（¼カット）

138円（税抜）
（税込価格149.04円）

380円
（税抜）

とりもも照焼
（1枚）

（税込価格410.40円）

惣菜コーナー

ローストチキン
骨付もも唐揚

惣菜コーナー

チューリップ唐揚
（5本）

350円
（税抜）

（税込価格378.00円）

フィリピン産（1袋）

甘熟王
258円（税抜）

（税込価格278.64円）
香川、兵庫県産（1玉）

レタス
198円（税抜）
（税込価格213.84円）

豚肩ロースすき焼用
国内産（250ｇ・1パック）

480円（税抜）
（税込価格518.40円）

お刺身用トロサーモン
チリ産（100ｇ）

248円（税抜）
（税込価格267.84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）

（税込価格378.00円）

ネギトロ
太平洋産（1パック）

350円（税抜）

（税込価格181.44円）

20粒餃子
楽陽（1パック）

168円（税抜）

（税込価格311.04円）

ケーキ（2）
ヤマザキ（各1パック）

288円（税抜）

（税込価格278.64円）

たらこパスタ
濃厚ナポリタン

五木食品（各3食入・1袋）

258円各
（税抜）

若鶏ムネ肉
国内産（100ｇ）

58円
（税抜）

（税込価格62.64円）

高知県産他（1袋）

きゅうり 168円（税抜）
（税込価格181.44円）

ヤマザキ（1パック）

ロイヤルブレッド
サンドイッチ用（12）178円（税抜）

（税込価格192.24円）

熊本県産（100ｇ）

ミニトマト 108円（税抜）
（税込価格116.64円）

群馬県産他（1コ）

ブロッコリー 198円（税抜）
（税込価格213.84円）

豚モモしゃぶしゃぶ用
国内産（330ｇ・1パック）

（税込価格518.40円）
480円

（税抜）

豚バラ焼肉用
国内産（100ｇ）

（税込価格181.44円）
168円（税抜）

吉野家キムチ
備後漬物（1パック）

（税込価格213.84円）
198円（税抜） 280円

（税抜）

サンドイッチ
（1コ）

（税込価格302.40円）

惣菜コーナー

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）

数量
限定

ニップン（240ｇ・1袋）

パスタソース 各種

（税込価格105.84円）
98円

（税抜）お一人様
2袋限り

はごろも（700ｇ・1袋）

ポポロスパ 7分結束

（税込価格203.04円）
188円

（税抜）お一人様
2袋限り

釜めしの素  各種
丸美屋（各1箱）

（税込価格192.24円）
178円

（税抜）

円
（税込価格278.64円）

258（税抜）

日清フーズ（1ｋｇ・1袋）

密封チャック付 フラワー

円
（税込価格278.64円）

258（税抜）

エーコープ（1000ｇ・1本）

サラダ油
お一人様
2本限り

お一人様
2袋限り

お一人様
2箱限り

北海道シチュークリーム
ハウス食品（180ｇ・1箱）

（税込価格213.84円）
198円

（税抜）お一人様
2箱限り一平ちゃん夜店のやきそば

108円各
（税抜）

（税込価格116.64円）

明星（1コ）

わかめラーメンごましょうゆ
エースコック（1コ）

お一人様
合わせて
6コ限り

当店特製（1パック）

（2～3人前）
手巻寿司セット

780円（税抜）
（税込価格842.40円）

冷凍食品

全品3割引
冷凍食品

全品3割引

大特価！

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）

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） 198円

（税抜）

（税込価格213.84円）佐渡牛乳
佐渡乳業（1ℓ・1本） 198円

（税抜）

（税込価格213.84円）

羽 茂 店
TEL 88-2610

毎
日
が
　
特
売
日
！！

毎
日
が
　
特
売
日
！！

うれしい


	2021_12221225z_O_LASTweb.pdf
	2021_12221225z_U_LASTweb.pdf

