
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

夏 バテ防止！バテ防止！夏

138円各
（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パック）キッコーマン（各1パック）

（税込価格149.04円）

158円（税抜）
ゴーヤゴーヤ
佐渡産（1本）佐渡産（1本）

（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）
まいたけまいたけ
ホクト（1袋）ホクト（1袋）

（税込価格170.64円）
178円（税抜）
とうもろこしとうもろこし
群馬県産（1本）群馬県産（1本）

（税込価格192.24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）
洗ごぼう
新潟県産（1本）新潟県産（1本）

（税込価格170.64円）

750円（税抜）
デラウェア
山梨県産他（1パック）山梨県産他（1パック）

（税込価格810.00円）

580円（税抜）
もも
山梨県産他（1パック）山梨県産他（1パック）

（税込価格626.40円）

398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429.84円）

枝豆
新潟県産（1袋）新潟県産（1袋）

330円
（税抜）

（税込価格356.40円）

クリアアサヒクリアアサヒクリアアサヒクリアアサヒクリアアサヒ

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）

シャキッとコーン
はごろも（3缶・1缶パック）はごろも（3缶・1缶パック）

278円
（税抜）

（税込価格300.24円）

480円（税抜）
牛切り落としミックス牛切り落としミックス牛切り落としミックス
国内産（280ｇ・1パック）国内産（280ｇ・1パック）国内産（280ｇ・1パック）

牛切り落としミックス牛切り落としミックス
国内産（280ｇ・1パック）国内産（280ｇ・1パック）

（税込価格518.40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（2枚）ノルウェー産（2枚）ノルウェー産（2枚）

塩サバフィレー塩サバフィレー
ノルウェー産（2枚）ノルウェー産（2枚）

（税込価格321.84円）
278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300.24円）
178円（税抜）
豚モモカレー用豚モモカレー用豚モモカレー用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

豚モモカレー用豚モモカレー用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格192.24円）

258円（税抜）
割烹茶わんむし割烹茶わんむし
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）
288円（税抜）
焼肉旨だれ焼肉旨だれ
エーコープ（310ｇ・1本）エーコープ（310ｇ・1本）

（税込価格311.04円）
318円（税抜）
生姜焼きのたれ生姜焼きのたれ
エーコープ（310ｇ・1本）エーコープ（310ｇ・1本）

（税込価格343.44円）

228円（税抜）
豚ロースカツ用豚ロースカツ用豚ロースカツ用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

豚ロースカツ用豚ロースカツ用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格246.24円）
78円（税抜）
若鶏手羽元若鶏手羽元若鶏手羽元
国産解凍（100ｇ）国産解凍（100ｇ）国産解凍（100ｇ）

若鶏手羽元若鶏手羽元
国産解凍（100ｇ）国産解凍（100ｇ）

（税込価格84.24円）
168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181.44円）
158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170.64円）

98円各
（税抜）

4種の野菜たっぷり焼売
昔ながらの焼売
4種の野菜たっぷり焼売
昔ながらの焼売

楽陽（各1パック）楽陽（各1パック）

（税込価格105.84円）
148円（税抜）
アロエヨーグルト 2連アロエヨーグルト 2連
森永乳業（80ｇ×2・1パック）森永乳業（80ｇ×2・1パック）

（税込価格159.84円）
248円（税抜）
濃いだし本つゆ濃いだし本つゆ
キッコーマン（1ℓ・1本）キッコーマン（1ℓ・1本）

（税込価格267.84円）

198円（税抜）
エリエール
超吸収キッチンタオル
エリエール
超吸収キッチンタオル

大王製紙（4ロール・1袋）大王製紙（4ロール・1袋）

（税込価格217.80円）

188円各
（税抜）

チップスター Lチップスター L
YBC（各1コ）YBC（各1コ）

（税込価格203.04円）

98円各
（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円各
（税抜）

サブレサブレ
日清シスコ（各1袋）日清シスコ（各1袋）

（税込価格95.04円）

480円（税抜）
百年の誉百年の誉
キング醸造（1.8ℓ・1本）キング醸造（1.8ℓ・1本）

（税込価格528.00円）

1,280円（税抜）
鯨の宴鯨の宴
合同酒精（2.7ℓ・1本）合同酒精（2.7ℓ・1本）

（税込価格1408.00円）

2,180円（税抜）
大五郎大五郎
アサヒ（4ℓ・1本）アサヒ（4ℓ・1本）

（税込価格2398.00円）

わが家のサワーの素
大関（900㎖・1本）大関（900㎖・1本）

850円
（税抜）

（税込価格935.00円）

118円（税抜）
福神漬福神漬福神漬福神漬福神漬

（1袋）（1袋）

（カレー用・特級）（カレー用・特級）

（税込価格127.44円）
188円各

（税抜）

みそ漬みそ漬みそ漬みそ漬みそ漬
（各1パック）（各1パック）

（スライス、詰合せ、茄子、生姜）（スライス、詰合せ、茄子、生姜）

（税込価格203.04円）

一番搾り一番搾り一番搾り一番搾り一番搾り

1,052円（税抜）
キリン（350㎖×6）キリン 350㎖×6

キリン（500㎖×6）キリン 500㎖×6

1,320円（税抜）
（税込価格1157.20円）

（税込価格1452.00円）

98円各
（税抜）

抗菌おかずケース抗菌おかずケース
（6・8・9号、四角）（6・8・9号、四角）

三菱（各1コ）三菱（各1コ）

（税込価格107.80円）

398円（税抜）
シャウエッセンシャウエッセン
日本ハム（127ｇ×2・1束）日本ハム（127ｇ×2・1束）

（税込価格429.84円）

298円（税抜）
とろけるチーズ入りハンバーグとろけるチーズ入りハンバーグ
伊藤ハム（268ｇ・1袋）伊藤ハム（268ｇ・1袋）

（税込価格321.84円）138円（税抜）
中華クラゲ中華クラゲ
タイ産（100ｇ）タイ産（100ｇ）

（税込価格149.04円） 218円（税抜）
ネオソフトネオソフト
雪印メグミルク（300ｇ・1箱）雪印メグミルク（300ｇ・1箱）

（税込価格235.44円）

498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537.84円）

188円（税抜）
ニューおかずのりニューおかずのり
永井海苔（8パック入・1袋）永井海苔（8パック入・1袋）

（税込価格203.04 円）

78円（税抜）
三ツ矢  キュッ！とアセロラ三ツ矢  キュッ！とアセロラ
アサヒ飲料（500㎖・1本）アサヒ飲料（500㎖・1本）

（税込価格84.24円）

278円（税抜）
朝飲むあまざけ朝飲むあまざけ
ひかり味噌（1000㎖・1本）ひかり味噌（1000㎖・1本）

（税込価格300.24円）

198円各
（税抜）

冷し中華
冷し中華（ごまだれ）
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）

（税込価格213.84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）

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）

うなぎ長焼
国内産（1尾）国内産（1尾）

2,380円
（税抜）

（税込価格2570.40円）

ノンオイル 青じそ
リケン（380㎖・1本）リケン（380㎖・1本）

248円
（税抜）

（税込価格267.84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コ入・1コ）QBB（各4コ入・1コ）

（税込価格108.00円）

88円各
（税抜）

完熟トマト完熟トマト
（ホール・カット）（ホール・カット）

キッコーマン（各400ｇ・1缶）キッコーマン（各400ｇ・1缶）

（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）

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）

750円（税抜）
デラウェア
山梨県産他（1パック）山梨県産他（1パック）

（税込価格810.00円）

580円（税抜）
もも
山梨県産他（1パック）山梨県産他（1パック）

（税込価格626.40円）

398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429.84円）

398円（税抜）
シャウエッセンシャウエッセン
日本ハム（127ｇ×2・1束）日本ハム（127ｇ×2・1束）

（税込価格429.84円）

298円（税抜）
とろけるチーズ入りハンバーグとろけるチーズ入りハンバーグ
伊藤ハム（268ｇ・1袋）伊藤ハム（268ｇ・1袋）

（税込価格321.84円）138円（税抜）
中華クラゲ中華クラゲ
タイ産（100ｇ）タイ産（100ｇ）

（税込価格149.04円） 218円（税抜）
ネオソフトネオソフト
雪印メグミルク（300ｇ・1箱）雪印メグミルク（300ｇ・1箱）

（税込価格235.44円）

138円各
（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パック）キッコーマン（各1パック）

（税込価格149.04円）

498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537.84円）

188円（税抜）
ニューおかずのりニューおかずのり
永井海苔（8パック入・1袋）永井海苔（8パック入・1袋）

（税込価格203.04 円）

78円（税抜）
三ツ矢  キュッ！とアセロラ三ツ矢  キュッ！とアセロラ
アサヒ飲料（500㎖・1本）アサヒ飲料（500㎖・1本）

（税込価格84.24円）

278円（税抜）
朝飲むあまざけ朝飲むあまざけ
ひかり味噌（1000㎖・1本）ひかり味噌（1000㎖・1本）

（税込価格300.24円）
198円（税抜）
エリエール
超吸収キッチンタオル
エリエール
超吸収キッチンタオル

大王製紙（4ロール・1袋）大王製紙（4ロール・1袋）

（税込価格217.80円）

188円各
（税抜）

チップスター Lチップスター L
YBC（各1コ）YBC（各1コ）

（税込価格203.04円）

98円各
（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円各
（税抜）

サブレサブレ
日清シスコ（各1袋）日清シスコ（各1袋）

（税込価格95.04円）

480円（税抜）
百年の誉百年の誉
キング醸造（1.8ℓ・1本）キング醸造（1.8ℓ・1本）

（税込価格528.00円）

1,280円（税抜）
鯨の宴鯨の宴
合同酒精（2.7ℓ・1本）合同酒精（2.7ℓ・1本）

（税込価格1408.00円）

2,180円（税抜）
大五郎大五郎
アサヒ（4ℓ・1本）アサヒ（4ℓ・1本）

（税込価格2398.00円）

198円各
（税抜）

冷し中華
冷し中華（ごまだれ）
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）

（税込価格213.84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）

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）

枝豆
新潟県産（1袋）新潟県産（1袋）

330円
（税抜）

（税込価格356.40円）

うなぎ長焼
国内産（1尾）国内産（1尾）

2,380円
（税抜）

（税込価格2570.40円）

ノンオイル 青じそ
リケン（380㎖・1本）リケン（380㎖・1本）

248円
（税抜）

（税込価格267.84円）

わが家のサワーの素
大関（900㎖・1本）大関（900㎖・1本）

850円
（税抜）

（税込価格935.00円）

シャキッとコーン
はごろも（3缶・1缶パック）はごろも（3缶・1缶パック）

278円
（税抜）

（税込価格300.24円）

惣菜コーナー

118円（税抜）
福神漬福神漬福神漬福神漬福神漬

（1袋）（1袋）

（カレー用・特級）（カレー用・特級）

（税込価格127.44円）

惣菜コーナー

188円各
（税抜）

みそ漬みそ漬みそ漬みそ漬みそ漬
（各1パック）（各1パック）

（スライス、詰合せ、茄子、生姜）（スライス、詰合せ、茄子、生姜）

（税込価格203.04円）

480円（税抜）
牛切り落としミックス牛切り落としミックス牛切り落としミックス
国内産（280ｇ・1パック）国内産（280ｇ・1パック）国内産（280ｇ・1パック）

牛切り落としミックス牛切り落としミックス
国内産（280ｇ・1パック）国内産（280ｇ・1パック）

（税込価格518.40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（2枚）ノルウェー産（2枚）ノルウェー産（2枚）

塩サバフィレー塩サバフィレー
ノルウェー産（2枚）ノルウェー産（2枚）

（税込価格321.84円）
278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300.24円）
228円（税抜）
豚ロースカツ用豚ロースカツ用豚ロースカツ用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

豚ロースカツ用豚ロースカツ用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格246.24円）
78円（税抜）
若鶏手羽元若鶏手羽元若鶏手羽元
国産解凍（100ｇ）国産解凍（100ｇ）国産解凍（100ｇ）

若鶏手羽元若鶏手羽元
国産解凍（100ｇ）国産解凍（100ｇ）

（税込価格84.24円）
178円（税抜）
豚モモカレー用豚モモカレー用豚モモカレー用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

豚モモカレー用豚モモカレー用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格192.24円）
168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181.44円）
158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170.64円）

158円（税抜）
ゴーヤゴーヤ
佐渡産（1本）佐渡産（1本）

（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）
98円各

（税抜）

4種の野菜たっぷり焼売
昔ながらの焼売
4種の野菜たっぷり焼売
昔ながらの焼売

楽陽（各1パック）楽陽（各1パック）

（税込価格105.84円）
258円（税抜）
割烹茶わんむし割烹茶わんむし
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）
288円（税抜）
焼肉旨だれ焼肉旨だれ
エーコープ（310ｇ・1本）エーコープ（310ｇ・1本）

（税込価格311.04円）
318円（税抜）
生姜焼きのたれ生姜焼きのたれ
エーコープ（310ｇ・1本）エーコープ（310ｇ・1本）

（税込価格343.44円）
158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170.64円）
148円（税抜）
アロエヨーグルト 2連アロエヨーグルト 2連
森永乳業（80ｇ×2・1パック）森永乳業（80ｇ×2・1パック）

（税込価格159.84円）
248円（税抜）
濃いだし本つゆ濃いだし本つゆ
キッコーマン（1ℓ・1本）キッコーマン（1ℓ・1本）

（税込価格267.84円）
178円（税抜）
とうもろこしとうもろこし
群馬県産（1本）群馬県産（1本）

（税込価格192.24円）

一番搾り一番搾り一番搾り一番搾り一番搾り

1,052円（税抜）
キリン（350㎖×6）キリン 350㎖×6

キリン（500㎖×6）キリン 500㎖×6

1,320円（税抜）
（税込価格1157.20円）

（税込価格1452.00円）

クリアアサヒクリアアサヒクリアアサヒクリアアサヒクリアアサヒ

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）

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コ入・1コ）QBB（各4コ入・1コ）

（税込価格108.00円）

88円各
（税抜）

完熟トマト完熟トマト
（ホール・カット）（ホール・カット）

キッコーマン（各400ｇ・1缶）キッコーマン（各400ｇ・1缶）

（税込価格95.04円）

98円各
（税抜）

抗菌おかずケース抗菌おかずケース
（6・8・9号、四角）（6・8・9号、四角）

三菱（各1コ）三菱（各1コ）

（税込価格107.80円）

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。

この広告の売り出し期間

2022年7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。

7月13水
日 16土

日 4日間のお買得品～

お知らせ

スタミナ食材といえば鰻。
鰻は栄養素が高く、ビタ
ミンやミネラルが豊富な
食材で、疲労回復効果や
夏バテ防止に効果が期
待できます。

暑い夏こそ是非、鰻を食
してスタミナアップ！

23日 は…

！

土来週



 
 

 
 

 
 

ゴールデンカレー 各種
エスビー（各198ｇ・1箱）

（税込価格192.24円）
178円

（税抜）

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）

豚モモうす切り
国内産（280ｇ・1パック）

480円
（税抜）

（税込価格518.40円）

山形県産（1袋）

ニラ 98円（税抜）
（税込価格105.84円）

茨城県産他（1袋）

人参 198円（税抜）
（税込価格213.84円）

甘熟王
フィリピン産（1袋）

298円
（税抜）

（税込価格321.84円）

レタス
長野県産（1玉）

178円
（税抜）

（税込価格192.24円）

新潟県産他（1パック）

ミニトマト 178円（税抜）
（税込価格192.24円）ホクト（1袋）

しめじ 128円（税抜）
（税込価格138.24円）

（株）三商（各1パック）

（しそ、はちみつ）
つぶれ梅 358円（税抜）

（税込価格386.64円）

ネギトロ
太平洋産（1パック）

350円（税抜）
（税込価格378.00円）

若鶏モモ肉
国内産（100ｇ）

108円
（税抜）

（税込価格116.64円）

ヤマザキ（各1袋）

デニッシュブレッド  マイルド
175円各

（税抜）

（税込価格189.00円）

紀文（各1パック）

餃子各種 238円各
（税抜）

（税込価格257.04円）

揚げギョーザ
（6コ）

280円
（税抜）

（税込価格302.40円）

生茶  各種
キリン（各525㎖・1本）

（税込価格73.44円）
68円

（税抜）

タコ刺身用
北海道産（100ｇ）

198円（税抜）
（税込価格213.84円）

玉子コロッケ
スコッチエッグ

（各1コ）

200円各
（税抜）

（税込価格216.00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）

サラダスティック
サラダスティック（枝豆風味）

一正（各1パック）

（税込価格95.04円）
88円各

（税抜）

上白糖
三井製糖（1ｋｇ・1袋）

（税込価格203.04円）
188円

（税抜）

カレイ焼魚
アメリカ産（3枚）

350円（税抜）
（税込価格378.00円）

エビフライ
（10本）

398円（税抜）
（税込価格429.84円）

アジフライ
（1枚）

100円（税抜）
（税込価格108.00円）

ベビーホタテ
北海道産（100ｇ）

228円（税抜）
（税込価格246.24円）

豚肩ロース生姜焼用
国内産（100ｇ）

（税込価格203.04円）
188円

（税抜）

日清のラーメン屋さん各種
日清食品（5食入・1袋）

（税込価格257.04円）
238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）

開アジ
オランダ産（4枚）　

398円
（税抜）

（税込価格429.84円）

カツオタタキ
静岡県産（100ｇ）

148円
（税抜）

（税込価格159.84円）

カレイ唐揚
（1枚）

180円
（税抜）

（税込価格194.40円）

豚バラうす切り
国内産（100ｇ）

198円
（税抜）

（税込価格213.84円）

サラダ油
エーコープ（1000ｇ・1本）

（税込価格397.44円）
368円

（税抜）

数量
限定

※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7 7

77

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）

開アジ
オランダ産（4枚）　

398円
（税抜）

（税込価格429.84円）

カツオタタキ
静岡県産（100ｇ）

148円
（税抜）

（税込価格159.84円）

タコ刺身用
北海道産（100ｇ）

198円（税抜）
（税込価格213.84円）

カレイ焼魚
アメリカ産（3枚）

350円（税抜）
（税込価格378.00円）

カレイ唐揚
（1枚）

180円
（税抜）

（税込価格194.40円）

惣菜コーナー

エビフライ
（10本）

398円（税抜）
（税込価格429.84円）

惣菜コーナー

アジフライ
（1枚）

100円（税抜）
（税込価格108.00円）

惣菜コーナー

玉子コロッケ
スコッチエッグ

（各1コ）

200円各
（税抜）

（税込価格216.00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）

ベビーホタテ
北海道産（100ｇ）

228円（税抜）
（税込価格246.24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）

サラダスティック
サラダスティック（枝豆風味）

一正（各1パック）

（税込価格95.04円）
88円各

（税抜）

若鶏モモ肉
国内産（100ｇ）

108円
（税抜）

（税込価格116.64円）

豚モモうす切り
国内産（280ｇ・1パック）

480円
（税抜）

（税込価格518.40円）

豚バラうす切り
国内産（100ｇ）

198円
（税抜）

（税込価格213.84円）

新潟県産他（1パック）

ミニトマト 178円（税抜）
（税込価格192.24円）ホクト（1袋）

しめじ 128円（税抜）
（税込価格138.24円）

（株）三商（各1パック）

（しそ、はちみつ）
つぶれ梅 358円（税抜）

（税込価格386.64円）

ヤマザキ（各1袋）

デニッシュブレッド  マイルド
175円各

（税抜）

（税込価格189.00円）

紀文（各1パック）

餃子各種 238円各
（税抜）

（税込価格257.04円）

山形県産（1袋）

ニラ 98円（税抜）
（税込価格105.84円）

茨城県産他（1袋）

人参 198円（税抜）
（税込価格213.84円）

豚肩ロース生姜焼用
国内産（100ｇ）

（税込価格203.04円）
188円

（税抜）

惣菜コーナー

揚げギョーザ
（6コ）

280円
（税抜）

（税込価格302.40円）

ゴールデンカレー 各種
エスビー（各198ｇ・1箱）

（税込価格192.24円）
178円

（税抜）

甘熟王
フィリピン産（1袋）

298円
（税抜）

（税込価格321.84円）

レタス
長野県産（1玉）

178円
（税抜）

（税込価格192.24円）

上白糖
三井製糖（1ｋｇ・1袋）

（税込価格203.04円）
188円

（税抜）

お一人様
2袋限り

お一人様
2箱限り

生茶  各種
キリン（各525㎖・1本）

（税込価格73.44円）
68円

（税抜）

日清のラーメン屋さん各種
日清食品（5食入・1袋）

（税込価格257.04円）
238円

（税抜）
お一人様
2袋限り

サラダ油
エーコープ（1000ｇ・1本）

（税込価格397.44円）
368円

（税抜）
お一人様
2本限り

16

13 15

14

198セール！
円均一

（税込価格213.84円）

炭火焼ミニハンバーグ
日本ハム（1袋）

6つのほうれん草小鉢
マルハニチロ（1袋）

牛カルビマヨネーズ
マルハニチロ（1袋）

冷凍食品

炭火焼ミニハンバーグ
日本ハム（1袋）

6つのほうれん草小鉢
マルハニチロ（1袋）

牛カルビマヨネーズ
マルハニチロ（1袋）

冷凍食品
お一人様
合わせて
6本限り

2P
-

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）

キャベツ
群馬県産他（1玉）

198円（税抜）
（税込価格213.84円）

キャベツ
群馬県産他（1玉）

198円（税抜）
（税込価格213.84円）

128円
（税抜）

（税込価格138.24円）

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
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）

128円
（税抜）

（税込価格138.24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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