
21水日 22木
日だけのお買得品 23金

日 24土
日だけのお買得品

138円（税抜）
小ねぎ小ねぎ
茨城県産（1袋）茨城県産（1袋）

（税込価格149.04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）
178円（税抜）
とうもろこしとうもろこし
新潟県産他（1本）新潟県産他（1本）

（税込価格192.24円）
138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）

198円（税抜）
かぼちゃ
神奈川県産（¼カット）神奈川県産（¼カット）

（税込価格213.84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）

398円（税抜）
すいか
新潟県産他（⅙カット）新潟県産他（⅙カット）

（税込価格429.84円）

450円（税抜）
もも
新潟県産他（1パック）新潟県産他（1パック）

（税込価格486.00円）

デラウエア
山形県産他（1パック）山形県産他（1パック）

598円
（税抜）

（税込価格645.84円）

168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181.44円）
398円（税抜）
豚バラカレー用豚バラカレー用豚バラカレー用
国内産（230ｇ・1パック）国内産（230ｇ・1パック）国内産（230ｇ・1パック）

豚バラカレー用豚バラカレー用
国内産（230ｇ・1パック）国内産（230ｇ・1パック）

（税込価格429.84円）

238円（税抜）
ゆず白菜ゆず白菜
深町食品（1パック）深町食品（1パック）

（税込価格257.04円）
158円（税抜）
ふりかけ大袋　各種ふりかけ大袋　各種
丸美屋（1袋）丸美屋（1袋）

（税込価格170.64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）
100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108.00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）
278円（税抜）
銀タラ  照焼用銀タラ  照焼用銀タラ  照焼用
カナダ産（100ｇ）カナダ産（100ｇ）カナダ産（100ｇ）

銀タラ  照焼用銀タラ  照焼用
カナダ産（100ｇ）カナダ産（100ｇ）

（税込価格300.24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）
228円（税抜）
たら子（切子）
明太子（切子）
たら子（切子）
明太子（切子）
たら子（切子）
明太子（切子）

アメリカ産（100ｇ）アメリカ産（100ｇ）アメリカ産（100ｇ）

たら子（切子）
明太子（切子）
たら子（切子）
明太子（切子）

アメリカ産（100ｇ）アメリカ産（100ｇ）

（税込価格246.24円）

158円（税抜）
和風天国  料理酒
和風天国  みりんタイプ
和風天国  料理酒
和風天国  みりんタイプ

キング醸造（1000㎖・1本）キング醸造（1000㎖・1本）

（税込価格170.64円）
168円（税抜）
ジャンボおかず焼売ジャンボおかず焼売
シンセイ食品（1パック）シンセイ食品（1パック）

（税込価格181.44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）

98円（税抜）
白鳥蔵パック白鳥蔵パック
越後桜（180㎖・1パック）越後桜（180㎖・1パック）

（税込価格107.80円）

880円（税抜）
花の友 パック花の友 パック
合同酒精（1.8ℓ・1パック）合同酒精（1.8ℓ・1パック）

（税込価格968.00円）

888円（税抜）
黒霧島黒霧島
霧島酒造（900㎖・1本）霧島酒造（900㎖・1本）

（税込価格976.80円）

258円（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）

158円（税抜）
Bifixヨーグルト
Bifixヨーグルト 脂肪0

グリコ（375ｇ・1コ）グリコ（375ｇ・1コ）

（税込価格170.64円）

100円（税抜）
オレンジ100％ジュース
アップル100％ジュース

近藤乳業（各1ℓ・1本）近藤乳業（各1ℓ・1本）

（税込価格108.00円）

198円（税抜）
調整・無調整豆乳調整・無調整豆乳
キッコーマン（各1ℓ・1本）キッコーマン（各1ℓ・1本）

（税込価格213.84円）
238円（税抜）
ゼロシュガーフリーケーキゼロシュガーフリーケーキ
ロッテ（各1袋）ロッテ（各1袋）

（税込価格257.04円）
98円（税抜）
ハーベストハーベスト
東ハト（各1袋）東ハト（各1袋）

（税込価格105.84円）

88円（税抜）
アルフォートアルフォート
ブルボン（各1コ）ブルボン（各1コ）

（税込価格95.04円） 258円（税抜）
エリエールイーナ
ティッシューBOX
エリエールイーナ
ティッシューBOX

大王製紙（150ｗ×5・1パック）大王製紙（150ｗ×5・1パック）

（税込価格283.80円）

298円（税抜）
アタック高活性　
バイオEX詰替え
アタック高活性　
バイオEX詰替え

花王（810ｇ・1袋）花王（810ｇ・1袋）

（税込価格327.80円）

こだわり酒場のレモンサワー各種
サントリー（350㎖・1本）サントリー（350㎖・1本）

100円
（税抜）

（税込価格110.00円）

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）

198円
（税抜）

（税込価格213.84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）

スタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリー

748円（税抜）
アサヒ（350㎖×6）アサヒ

アサヒ（500㎖×6）アサヒ

998円（税抜）
（税込価格822.80円）

（税込価格1097.80円）

88円（税抜）
蝉しぐれ　そうめん
蝉しぐれ　ひやむぎ

イリサワ（200ｇ・1袋）イリサワ（200ｇ・1袋）

（税込価格95.04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）

398円（税抜）
シーフードミックスシーフードミックス
STフーズ（1パック）STフーズ（1パック）

（税込価格429.84円）

228円（税抜）
あっさり！ 仕立てあっさり！ 仕立て
マルコ食品（15ｇ×8パック）マルコ食品（15ｇ×8パック）

（税込価格246.24円）

98円（税抜）
朝からフルーツ 各種朝からフルーツ 各種
はごろも（1缶）はごろも（1缶）

（税込価格105.84円）

138円（税抜）
健康ミネラル麦茶健康ミネラル麦茶
伊藤園（2ℓ・1本）伊藤園（2ℓ・1本）

（税込価格149.04円）
368円（税抜）
和風だし和風だし
かね七（800ｇ・1箱）かね七（800ｇ・1箱）

（税込価格397.44 円）
298円（税抜）
ボリュームパック
ホワイトロースハム
ボリュームパック
ホワイトロースハム

伊藤ハム（150ｇ・1パック）伊藤ハム（150ｇ・1パック）

（税込価格321.84円）

880円（税抜）
うなぎ長焼うなぎ長焼
中国産（1尾）中国産（1尾）

（税込価格950.40円）

カルピス希釈用ペット 各種
アサヒ飲料（470㎖・1本）アサヒ飲料（470㎖・1本）

278円
（税抜）

（税込価格300.24円）

88円（税抜）
サラダサラダサラダサラダサラダ

（100ｇ）（100ｇ）

（マカロニ、スパゲティ、かくぎりポテト）（マカロニ、スパゲティ、かくぎりポテト）

（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

（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）
白鳥蔵パック白鳥蔵パック
越後桜（180㎖・1パック）越後桜（180㎖・1パック）

（税込価格107.80円）

880円（税抜）
花の友 パック花の友 パック
合同酒精（1.8ℓ・1パック）合同酒精（1.8ℓ・1パック）

（税込価格968.00円）

888円（税抜）
黒霧島黒霧島
霧島酒造（900㎖・1本）霧島酒造（900㎖・1本）

（税込価格976.80円）

258円（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）

158円（税抜）
Bifixヨーグルト
Bifixヨーグルト 脂肪0

グリコ（375ｇ・1コ）グリコ（375ｇ・1コ）

（税込価格170.64円）

100円（税抜）
オレンジ100％ジュース
アップル100％ジュース

近藤乳業（各1ℓ・1本）近藤乳業（各1ℓ・1本）

（税込価格108.00円）

88円（税抜）
蝉しぐれ　そうめん
蝉しぐれ　ひやむぎ

イリサワ（200ｇ・1袋）イリサワ（200ｇ・1袋）

（税込価格95.04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）

198円（税抜）
かぼちゃ
神奈川県産（¼カット）神奈川県産（¼カット）

（税込価格213.84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）

398円（税抜）
すいか
新潟県産他（⅙カット）新潟県産他（⅙カット）

（税込価格429.84円）

450円（税抜）
もも
新潟県産他（1パック）新潟県産他（1パック）

（税込価格486.00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）

398円（税抜）
シーフードミックスシーフードミックス
STフーズ（1パック）STフーズ（1パック）

（税込価格429.84円）

198円（税抜）
調整・無調整豆乳調整・無調整豆乳
キッコーマン（各1ℓ・1本）キッコーマン（各1ℓ・1本）

（税込価格213.84円）
228円（税抜）
あっさり！ 仕立てあっさり！ 仕立て
マルコ食品（15ｇ×8パック）マルコ食品（15ｇ×8パック）

（税込価格246.24円）

98円（税抜）
朝からフルーツ 各種朝からフルーツ 各種
はごろも（1缶）はごろも（1缶）

（税込価格105.84円）

138円（税抜）
健康ミネラル麦茶健康ミネラル麦茶
伊藤園（2ℓ・1本）伊藤園（2ℓ・1本）

（税込価格149.04円）
238円（税抜）
ゼロシュガーフリーケーキゼロシュガーフリーケーキ
ロッテ（各1袋）ロッテ（各1袋）

（税込価格257.04円）
98円（税抜）
ハーベストハーベスト
東ハト（各1袋）東ハト（各1袋）

（税込価格105.84円）

88円（税抜）
アルフォートアルフォート
ブルボン（各1コ）ブルボン（各1コ）

（税込価格95.04円） 258円（税抜）
エリエールイーナ
ティッシューBOX
エリエールイーナ
ティッシューBOX

大王製紙（150ｗ×5・1パック）大王製紙（150ｗ×5・1パック）

（税込価格283.80円）

298円（税抜）
アタック高活性　
バイオEX詰替え
アタック高活性　
バイオEX詰替え

花王（810ｇ・1袋）花王（810ｇ・1袋）

（税込価格327.80円）
368円（税抜）
和風だし和風だし
かね七（800ｇ・1箱）かね七（800ｇ・1箱）

（税込価格397.44 円）
298円（税抜）
ボリュームパック
ホワイトロースハム
ボリュームパック
ホワイトロースハム

伊藤ハム（150ｇ・1パック）伊藤ハム（150ｇ・1パック）

（税込価格321.84円）

880円（税抜）
うなぎ長焼うなぎ長焼
中国産（1尾）中国産（1尾）

（税込価格950.40円）

カルピス希釈用ペット 各種
アサヒ飲料（470㎖・1本）アサヒ飲料（470㎖・1本）

278円
（税抜）

（税込価格300.24円）

こだわり酒場のレモンサワー各種
サントリー（350㎖・1本）サントリー（350㎖・1本）

100円
（税抜）

（税込価格110.00円）

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）

198円
（税抜）

（税込価格213.84円）

デラウエア
山形県産他（1パック）山形県産他（1パック）

598円
（税抜）

（税込価格645.84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）

スタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリー

748円（税抜）
アサヒ（350㎖×6）アサヒ

アサヒ（500㎖×6）アサヒ

998円（税抜）
（税込価格822.80円）

（税込価格1097.80円）惣菜コーナー

88円（税抜）
サラダサラダサラダサラダサラダ

（100ｇ）（100ｇ）

（マカロニ、スパゲティ、かくぎりポテト）（マカロニ、スパゲティ、かくぎりポテト）

（税込価格95.04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）

398円（税抜）
豚バラカレー用豚バラカレー用豚バラカレー用
国内産（230ｇ・1パック）国内産（230ｇ・1パック）国内産（230ｇ・1パック）

豚バラカレー用豚バラカレー用
国内産（230ｇ・1パック）国内産（230ｇ・1パック）

（税込価格429.84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）
168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181.44円）
228円（税抜）
たら子（切子）
明太子（切子）
たら子（切子）
明太子（切子）
たら子（切子）
明太子（切子）

アメリカ産（100ｇ）アメリカ産（100ｇ）アメリカ産（100ｇ）

たら子（切子）
明太子（切子）
たら子（切子）
明太子（切子）

アメリカ産（100ｇ）アメリカ産（100ｇ）

（税込価格246.24円）

158円（税抜）
和風天国  料理酒
和風天国  みりんタイプ
和風天国  料理酒
和風天国  みりんタイプ

キング醸造（1000㎖・1本）キング醸造（1000㎖・1本）

（税込価格170.64円）
178円（税抜）
とうもろこしとうもろこし
新潟県産他（1本）新潟県産他（1本）

（税込価格192.24円）
138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149.04円）
168円（税抜）
ジャンボおかず焼売ジャンボおかず焼売
シンセイ食品（1パック）シンセイ食品（1パック）

（税込価格181.44円）
238円（税抜）
ゆず白菜ゆず白菜
深町食品（1パック）深町食品（1パック）

（税込価格257.04円）
158円（税抜）
ふりかけ大袋　各種ふりかけ大袋　各種
丸美屋（1袋）丸美屋（1袋）

（税込価格170.64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）

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）
100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108.00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）
278円（税抜）
銀タラ  照焼用銀タラ  照焼用銀タラ  照焼用
カナダ産（100ｇ）カナダ産（100ｇ）カナダ産（100ｇ）

銀タラ  照焼用銀タラ  照焼用
カナダ産（100ｇ）カナダ産（100ｇ）

（税込価格300.24円）

138円（税抜）
小ねぎ小ねぎ
茨城県産（1袋）茨城県産（1袋）

（税込価格149.04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）
138円（税抜）
小ねぎ小ねぎ
茨城県産（1袋）茨城県産（1袋）

（税込価格149.04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）

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。

7月

21 24水
日

土
日～

水 土7月21 24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

鰻は栄養素が高く、ビ
タミンB1をはじめ、夏
バテ予防に効果的な栄
養素が豊富に含まれて
います。

当店では鰻を多数取り
揃えております。美味し
い鰻をぜひお楽しみく
ださい！

土用丑の日！
7月28日（水）来週！

～暑い季節は美味しい鰻で～



メキシコ産（1コ）

アボカド
158円（税抜）
（税込価格170.64円）

新潟県産（1袋）

枝豆
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）
佐渡産他（1本）

ゴーヤ 158円
（税抜）

（税込価格170.64円）

長野県産（1玉）

レタス 158円（税抜）
（税込価格170.64円）

福島県産他（2コ・1パック）

トマト 158円（税抜）
（税込価格170.64円）

数量
限定

ブロッコリー
長野県産他（1コ）

198円（税抜）
（税込価格213.84円）

国内産（330ｇ・1パック）

豚モモ切落し

480円
（税抜）

（税込価格518.40円）

ネスレ（120ｇ+10ｇ・1袋）

エクセラ詰め替え用袋

円

ネスレ（120ｇ・1袋）

エクセラブラックロースト
詰め替え用袋

（税込価格486.00円）
450（税抜）

ネギトロ
太平洋産（1パック）

350円（税抜）
（税込価格378.00円）

（税込価格410.40円）

お刺身サーモン
チリ産（100ｇ）

380円（税抜）

サンドイッチ
（1コ）

180円
（税抜）

（税込価格194.40円）

ヤマザキ（各1コ）

ふわふわスフレ 85円（税抜）
（税込価格91.80円）

20粒餃子 168円
（税抜）

（税込価格181.44円）

楽陽（1パック）

生寿司
（8貫・1パック）

698円
（税抜）

（税込価格753.84円）

タコボウシ
北海道産（100ｇ）

228円
（税抜）

（税込価格246.24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）

昆布つゆ

228円
（税抜）

（税込価格246.24円）

ヤマサ（1ℓ・1本）

ところてん
（黒酢、三杯酢） 108円

（税抜）

（税込価格116.64円）

アイエーフーズ（各1パック）

各

豚ロース生姜焼用
国内産（100ｇ）

218円
（税抜）

（税込価格235.44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）

ふじや（110ｇ×2コ・1パック）

冷し茶わん蒸し  枝豆入り

138円（税抜）
（税込価格149.04円）

380円
（税抜）

冷し中華
（1コ）

（税込価格410.40円）

リコピンケチャップ
キッコーマン（485ｇ・1本）

158円
（税抜）

（税込価格170.64円）

豚肩ロース冷しゃぶ用
国内産（100ｇ）

（税込価格203.04円）
188円（税抜）

くらし良好（750ｇ・1袋）

薄力小麦粉
（税込価格149.04円）

138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）

ネギトロ
太平洋産（1パック）

350円（税抜）
（税込価格378.00円）250円（税抜）

えび天そば
えび天うどん

（各1コ）

（税込価格270.00円）
日清（1300ｇ・1本）

キャノーラ油

（税込価格1166.40円）

（税込価格419.04円）

1,080円（税抜）
388円（税抜）

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）

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

7 7

77

24

21 23

22

惣菜コーナー

お一人様
2パック限り

豚ロース生姜焼用
国内産（100ｇ）

218円
（税抜）

（税込価格235.44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）

ネギトロ
太平洋産（1パック）

350円（税抜）
（税込価格378.00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）

298円（税抜）
（税込価格321.84円）

長野県産（1玉）

レタス 158円（税抜）
（税込価格170.64円）

ふじや（110ｇ×2コ・1パック）

冷し茶わん蒸し  枝豆入り

138円（税抜）
（税込価格149.04円）

ブロッコリー
長野県産他（1コ）

198円（税抜）
（税込価格213.84円）

250円（税抜）
えび天そば
えび天うどん

（各1コ）

（税込価格270.00円）

惣菜コーナー

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）

生寿司
（8貫・1パック）

698円
（税抜）

（税込価格753.84円）

フィリピン産（1袋）

甘熟王 258円
（税抜）

（税込価格278.64円）
佐渡産他（1本）

ゴーヤ 158円
（税抜）

（税込価格170.64円）

国内産（330ｇ・1パック）

豚モモ切落し

480円
（税抜）

（税込価格518.40円）

リコピンケチャップ
キッコーマン（485ｇ・1本）

158円
（税抜）

（税込価格170.64円）

お一人様
2本限り

お一人様
2本限り

タコボウシ
北海道産（100ｇ）

228円
（税抜）

（税込価格246.24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

ネスレ（120ｇ・1袋）

エクセラブラックロースト
詰め替え用袋

（税込価格486.00円）
450（税抜）

ネスレ（120ｇ+10ｇ・1袋）

エクセラ詰め替え用袋

お一人様
3本限り

3
本

日清（1300ｇ・1本）

キャノーラ油

（税込価格1166.40円）

（税込価格419.04円）

1,080円（税抜）
388円（税抜）1

本

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）

若鶏ムネ肉
国内産（100ｇ）

58円
（税抜）

（税込価格62.64円）

ネギトロ
太平洋産（1パック）

350円（税抜）
（税込価格378.00円）

（税込価格410.40円）

お刺身サーモン
チリ産（100ｇ）

380円（税抜）

サンドイッチ
（1コ）

180円
（税抜）

（税込価格194.40円）

ヤマザキ（各1コ）

ふわふわスフレ 85円（税抜）
（税込価格91.80円）

メキシコ産（1コ）

アボカド
158円（税抜）
（税込価格170.64円）

新潟県産（1袋）

枝豆
350円（税抜）

（税込価格378.00円）

昆布つゆ

228円
（税抜）

（税込価格246.24円）

ヤマサ（1ℓ・1本）

20粒餃子 168円
（税抜）

（税込価格181.44円）

楽陽（1パック）

若鶏ムネ肉
国内産（100ｇ）

58円
（税抜）

（税込価格62.64円）

福島県産他（2コ・1パック）

トマト 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）

豚肩ロース冷しゃぶ用
国内産（100ｇ）

（税込価格203.04円）
188円（税抜）

お一人様
2袋限り

くらし良好（750ｇ・1袋）

薄力小麦粉
（税込価格149.04円）

138円（税抜）

ところてん
（黒酢、三杯酢） 108円

（税抜）

（税込価格116.64円）

アイエーフーズ（各1パック）

各

お一人様
合わせて2袋
限り

冷凍食品

全品3割引
冷凍食品

全品3割引

まぜまぜたまご
新潟県産（1パック）

138円
（税抜）

（税込価格149.04円）

まぜまぜたまご
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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