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日だけのお買得品

残残
暑暑
克克
服服

248円（税抜）
長ねぎ長ねぎ
新潟県産他（1束）新潟県産他（1束）

（税込価格267.84円）
238円（税抜）
あっさり仕立てあっさり仕立て
マルコ（15g×8パック）マルコ（15g×8パック）

（税込価格257.04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）

offoffoffoffoff

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）88円（税抜）
朝食のり朝食のり
永井海苔（6束）永井海苔（6束）

（税込価格95.04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）

78円（税抜）
スーパーH₂OドデカミンスーパーH₂Oドデカミン
アサヒ飲料（600㎖・1本）アサヒ飲料（600㎖・1本）

（税込価格84.24円）

78円（税抜）
三ツ矢サイダー三ツ矢サイダー
アサヒ飲料（500㎖・1本）アサヒ飲料（500㎖・1本）

（税込価格84.24円）

238円（税抜）
めんつゆめんつゆ
ヤマキ（1ℓ・1本）ヤマキ（1ℓ・1本）

（税込価格257.04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）
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）
128円（税抜）
しめじしめじ
ホクト（1袋）ホクト（1袋）

（税込価格138.24円）

68円（税抜）
えのき
新潟県産（1袋）新潟県産（1袋）

（税込価格73.44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）

630円（税抜）
幸水
山梨県産他（1パック）山梨県産他（1パック）

（税込価格680.40円）

1,280円（税抜）
巨峰
新潟県産（1パック）新潟県産（1パック）

（税込価格1382.40円）720円（税抜）
もも
新潟県産（1パック）新潟県産（1パック）

（税込価格777.60円）

98円（税抜）
アスパラガス
羽茂産（1袋）羽茂産（1袋）

（税込価格105.84円）

188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203.04 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）

298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321.84円）
158円各

（税抜）

お弁当やおにぎりにちょうどいい梅干しお弁当やおにぎりにちょうどいい梅干し
（株）三商（各1パック）（株）三商（各1パック）

（はちみつ、しそ、かつお）（はちみつ、しそ、かつお）

（税込価格170.64円）

198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（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

豚バラカレー用豚バラカレー用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格213.84円）
108円（税抜）
若鶏ササミ若鶏ササミ若鶏ササミ
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

若鶏ササミ若鶏ササミ
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格116.64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）

198円（税抜）
ジャンボ焼売ジャンボ焼売
楽陽（35ｇ×8粒入・1パック）楽陽（35ｇ×8粒入・1パック）

（税込価格213.84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）

108円（税抜）
買適ミニかまぼこ買適ミニかまぼこ
堀川（77ｇ・1パック）堀川（77ｇ・1パック）

（税込価格116.64円）

248円（税抜）
和栗ケーキ和栗ケーキ
森永（1箱）森永（1箱）

（税込価格267.84円）

238円（税抜）
マロンブランマロンブラン
ブルボン（1箱）ブルボン（1箱）

（税込価格257.04円）

328円（税抜）
キャンディチーズキャンディチーズ
QBB（120ｇ・1袋）QBB（120ｇ・1袋）

（税込価格354.24円）

88円各
（税抜）

オレンジ・アップル・グレープゼリーオレンジ・アップル・グレープゼリー
近藤乳業（各70ｇ×3・1パック）近藤乳業（各70ｇ×3・1パック）

（税込価格95.04円）

88円（税抜）
白鳥蔵白鳥蔵
越後桜（180㎖・1本）越後桜（180㎖・1本）

（税込価格96.80円）

880円（税抜）
元禄美人元禄美人
合同酒精（2.7ℓ・1本）合同酒精（2.7ℓ・1本）

（税込価格968.00円）
1,880円（税抜）
赤御用赤御用
キング醸造（4ℓ・1本）キング醸造（4ℓ・1本）

（税込価格2068.00円）

150円（税抜）
スミノフセルツァースミノフセルツァー
キリン（250㎖・1本）キリン（250㎖・1本）

（税込価格165.00円）

198円各
（税抜）

アスパラガスビスケット 6パック
たべっ子どうぶつ 6パック
アスパラガスビスケット 6パック
たべっ子どうぶつ 6パック

ギンビス（各1袋）ギンビス（各1袋）

（税込価格213.84円）

ふるさと細うどん
イリサワ（3食入・1袋）イリサワ（3食入・1袋）

138円
（税抜）

（税込価格149.04円）

120円各
（税抜）

マウントレーニアマウントレーニア
（カフェラッテ、エスプレッソ、ノンシュガー）（カフェラッテ、エスプレッソ、ノンシュガー）

森永乳業（各240㎖・1本）森永乳業（各240㎖・1本）

（税込価格129.60円）

298円各
（税抜）

花束トイレットペーパー花束トイレットペーパー
（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）

88円各
（税抜）

とくとくケースとくとくケース
（6・8・9号）（6・8・9号）

三菱（各1コ）三菱（各1コ）

（税込価格96.80円）

348円（税抜）
グラントアルトバイエルングラントアルトバイエルン
伊藤ハム（127ｇ×2・1束）伊藤ハム（127ｇ×2・1束）

（税込価格375.84円）

318円（税抜）
いつも新鮮ロースハムいつも新鮮ロースハム
丸大食品（40ｇ×4・1束）丸大食品（40ｇ×4・1束）

（税込価格343.44円）

498円（税抜）
生干しタラミリン生干しタラミリン
北海道産（1パック）北海道産（1パック）

（税込価格537.84円）

498円（税抜）
ムキエビムキエビ
インドネシア産（1袋）インドネシア産（1袋）

（税込価格537.84円）

238円（税抜）
白だし白だし
ヤマキ（500㎖・1本）ヤマキ（500㎖・1本）

（税込価格257.04円）

98円（税抜）
おとなのふりかけ 各種おとなのふりかけ 各種
永谷園（5袋入・1パック）永谷園（5袋入・1パック）

（税込価格105.84円）

188円各
（税抜）

味ぽん
味ぽんMILD
味ぽん
味ぽんMILD

ミツカン（各360㎖・1本）ミツカン（各360㎖・1本）

（税込価格203.04円）

中華くらげ
タイ産（100g）タイ産（100g）

138円
（税抜）

（税込価格149.04円）

朝からフルーツ
はごろも（各190ｇ・1缶）はごろも（各190ｇ・1缶）

（みかん、ミックス、パイン）（みかん、ミックス、パイン）

128円各
（税抜）

（税込価格138.24円）

Bifix ヨーグルト
Bifix ヨーグルト脂肪0

グリコ（各375ｇ・1コ）グリコ（各375ｇ・1コ）

168円各
（税抜）

（税込価格181.44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）
98円（税抜）
昆布豆、金時豆、黒花豆昆布豆、金時豆、黒花豆昆布豆、金時豆、黒花豆昆布豆、金時豆、黒花豆昆布豆、金時豆、黒花豆

（100ｇ）100ｇ

（税込価格105.84円）

68円（税抜）
えのき
新潟県産（1袋）新潟県産（1袋）

（税込価格73.44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）

630円（税抜）
幸水
山梨県産他（1パック）山梨県産他（1パック）

（税込価格680.40円）

1,280円（税抜）
巨峰
新潟県産（1パック）新潟県産（1パック）

（税込価格1382.40円）720円（税抜）
もも
新潟県産（1パック）新潟県産（1パック）

（税込価格777.60円）

98円（税抜）
アスパラガス
羽茂産（1袋）羽茂産（1袋）

（税込価格105.84円）

348円（税抜）
グラントアルトバイエルングラントアルトバイエルン
伊藤ハム（127ｇ×2・1束）伊藤ハム（127ｇ×2・1束）

（税込価格375.84円）

318円（税抜）
いつも新鮮ロースハムいつも新鮮ロースハム
丸大食品（40ｇ×4・1束）丸大食品（40ｇ×4・1束）

（税込価格343.44円）

498円（税抜）
生干しタラミリン生干しタラミリン
北海道産（1パック）北海道産（1パック）

（税込価格537.84円）

498円（税抜）
ムキエビムキエビ
インドネシア産（1袋）インドネシア産（1袋）

（税込価格537.84円）

108円（税抜）
買適ミニかまぼこ買適ミニかまぼこ
堀川（77ｇ・1パック）堀川（77ｇ・1パック）

（税込価格116.64円）

238円（税抜）
めんつゆめんつゆ
ヤマキ（1ℓ・1本）ヤマキ（1ℓ・1本）

（税込価格257.04円） 248円（税抜）
和栗ケーキ和栗ケーキ
森永（1箱）森永（1箱）

（税込価格267.84円）

238円（税抜）
マロンブランマロンブラン
ブルボン（1箱）ブルボン（1箱）

（税込価格257.04円）

238円（税抜）
白だし白だし
ヤマキ（500㎖・1本）ヤマキ（500㎖・1本）

（税込価格257.04円）

88円（税抜）
朝食のり朝食のり
永井海苔（6束）永井海苔（6束）

（税込価格95.04円）

328円（税抜）
キャンディチーズキャンディチーズ
QBB（120ｇ・1袋）QBB（120ｇ・1袋）

（税込価格354.24円）

88円各
（税抜）

オレンジ・アップル・グレープゼリーオレンジ・アップル・グレープゼリー
近藤乳業（各70ｇ×3・1パック）近藤乳業（各70ｇ×3・1パック）

（税込価格95.04円）

98円（税抜）
おとなのふりかけ 各種おとなのふりかけ 各種
永谷園（5袋入・1パック）永谷園（5袋入・1パック）

（税込価格105.84円）

88円（税抜）
白鳥蔵白鳥蔵
越後桜（180㎖・1本）越後桜（180㎖・1本）

（税込価格96.80円）

880円（税抜）
元禄美人元禄美人
合同酒精（2.7ℓ・1本）合同酒精（2.7ℓ・1本）

（税込価格968.00円）
1,880円（税抜）
赤御用赤御用
キング醸造（4ℓ・1本）キング醸造（4ℓ・1本）

（税込価格2068.00円）

150円（税抜）
スミノフセルツァースミノフセルツァー
キリン（250㎖・1本）キリン（250㎖・1本）

（税込価格165.00円）

188円各
（税抜）

味ぽん
味ぽんMILD
味ぽん
味ぽんMILD

ミツカン（各360㎖・1本）ミツカン（各360㎖・1本）

（税込価格203.04円）

198円各
（税抜）

アスパラガスビスケット 6パック
たべっ子どうぶつ 6パック
アスパラガスビスケット 6パック
たべっ子どうぶつ 6パック

ギンビス（各1袋）ギンビス（各1袋）

（税込価格213.84円）

中華くらげ
タイ産（100ｇ）タイ産 100ｇ

138円
（税抜）

（税込価格149.04円）

ふるさと細うどん
イリサワ（3食入・1袋）イリサワ（3食入・1袋）

138円
（税抜）

（税込価格149.04円）

朝からフルーツ
はごろも（各190ｇ・1缶）はごろも（各190ｇ・1缶）

（みかん、ミックス、パイン）（みかん、ミックス、パイン）

128円各
（税抜）

（税込価格138.24円）

Bifix ヨーグルト
Bifix ヨーグルト脂肪0

グリコ（各375ｇ・1コ）グリコ（各375ｇ・1コ）

168円各
（税抜）

（税込価格181.44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）

惣菜コーナー

98円（税抜）
昆布豆、金時豆、黒花豆昆布豆、金時豆、黒花豆昆布豆、金時豆、黒花豆昆布豆、金時豆、黒花豆昆布豆、金時豆、黒花豆

（100ｇ）100ｇ

（税込価格105.84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）
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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）

78円（税抜）
スーパーH₂OドデカミンスーパーH₂Oドデカミン
アサヒ飲料（600㎖・1本）アサヒ飲料（600㎖・1本）

（税込価格84.24円）

78円（税抜）
三ツ矢サイダー三ツ矢サイダー
アサヒ飲料（500㎖・1本）アサヒ飲料（500㎖・1本）

（税込価格84.24円）

120円各
（税抜）

マウントレーニアマウントレーニア
（カフェラッテ、エスプレッソ、ノンシュガー）（カフェラッテ、エスプレッソ、ノンシュガー）

森永乳業（各240㎖・1本）森永乳業（各240㎖・1本）

（税込価格129.60円）

298円各
（税抜）

花束トイレットペーパー花束トイレットペーパー
（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）

88円各
（税抜）

とくとくケースとくとくケース
（6・8・9号）（6・8・9号）

三菱（各1コ）三菱（各1コ）

（税込価格96.80円）

188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203.04 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）
198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（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

豚バラカレー用豚バラカレー用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格213.84円）
108円（税抜）
若鶏ササミ若鶏ササミ若鶏ササミ
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

若鶏ササミ若鶏ササミ
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格116.64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）
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）

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）
袋しょうが袋しょうが
高知県産（1袋）高知県産（1袋）

（税込価格127.44円）
248円（税抜）
長ねぎ長ねぎ
新潟県産他（1束）新潟県産他（1束）

（税込価格267.84円）
198円（税抜）
ジャンボ焼売ジャンボ焼売
楽陽（35ｇ×8粒入・1パック）楽陽（35ｇ×8粒入・1パック）

（税込価格213.84円）
298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321.84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）
238円（税抜）
あっさり仕立てあっさり仕立て
マルコ（15g×8パック）マルコ（15g×8パック）

（税込価格257.04円）
158円各

（税抜）

お弁当やおにぎりにちょうどいい梅干しお弁当やおにぎりにちょうどいい梅干し
（株）三商（各1パック）（株）三商（各1パック）

（はちみつ、しそ、かつお）（はちみつ、しそ、かつお）

（税込価格170.64円）
128円（税抜）
しめじしめじ
ホクト（1袋）ホクト（1袋）

（税込価格138.24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8月

17 20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。

8月17水
日 20土

日 4日間のお買得品～

お知らせ

27（土）、28（日）
小木港祭り！

花火観覧のお供に、お
つまみ、飲料、ビールは
いかがでしょうか。
ご家庭での祭りの支度
も是非当店をご利用く
ださいませ。

また、お寿司やお刺身、
オードブル等のご予約
も承っております。
ご注文の際はお早め
に！



 
 

 
 

 
 

赤魚ミリン
アメリカ産（2枚）

298円（税抜）
（税込価格321.84円）

茨城県産他（1袋）

小松菜 148円（税抜）
（税込価格159.84円）

北海道産他（1個）

ブロッコリー 228円（税抜）
（税込価格246.24円）

甘熟王
フィリピン産（1袋）

298円
（税抜）

（税込価格321.84円）

小ねぎ
群馬県産他（1袋）

178円
（税抜）

（税込価格192.24円）

群馬県産（1玉）

キャベツ 238円（税抜）
（税込価格257.04円）山形県産他（1袋）

きゅうり 138円（税抜）
（税込価格149.04円）

大根
北海道産（1本）

298円
（税抜）

（税込価格321.84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）

若鶏ムネ肉
国内産（100ｇ）

58円
（税抜）

（税込価格62.64円）

ヤマザキ（各1コ）

ペコちゃんパンケーキ
ペコパフマスカット 85円各

（税抜）

（税込価格91.80円）

紀文（各1パック）

餃子各種 238円各
（税抜）

（税込価格257.04円）

もも唐揚
ムネ竜田揚げ

（各100ｇ）

168円
（税抜）

（税込価格181.44円）

完熟トマトのハヤシライスソース
ハウス食品（184ｇ・1箱）

（税込価格257.04円）
238円

（税抜）

こくまろカレー 中辛
ハウス食品（140ｇ・1箱）

（税込価格138.24円）
128円

（税抜）

甘らっきょう
ピリ辛らっきょう

アイティーフーズ（各90ｇ・1袋）

128円各
（税抜）

（税込価格138.24円）

お刺身サーモン
チリ産（100ｇ）

398円（税抜）
（税込価格429.84円）

揚げギョーザ
（5コ）

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）

豚肩ロース切落し
国内産（100ｇ）

188円
（税抜）

（税込価格203.04円）

スパゲッティ 1.5mm
ニップン（300ｇ・1袋）

（税込価格149.04円）
138円

（税抜）

トマトケチャップ
カゴメ（500ｇ・1本）

（税込価格181.44円）
168円

（税抜）

白身魚フライ
（4枚）

250円（税抜）
（税込価格270.00円）

アメリカンドッグ
（1本）

80円（税抜）
（税込価格86.40円）

ベビーホタテ
北海道産（100ｇ）

228円（税抜）
（税込価格246.24円）

みやけ（各1コ）

（えび、かに、松茸）

茶わん蒸し 88円各
（税抜）

（税込価格95.04円）

豚挽肉
国内産（100ｇ）

（税込価格138.24円）
128円（税抜）

ソース焼きそば  からしマヨネーズ
ソース焼きそば  チキンスープ付き

日清食品（各1コ）

（税込価格116.64円）
108円各

（税抜）

カツオタタキ
静岡県産（100ｇ）

168円（税抜）
（税込価格181.44円）冷し中華

（1コ）

380円
（税抜）

（税込価格410.40円）

豚ロース冷しゃぶ用
国内産（100ｇ）

218円
（税抜）

（税込価格235.44円）

マヨネーズ
キューピー（450ｇ・1本）

ハーフ
キューピー（400ｇ・1本）

（税込価格257.04円）
238円各

（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）

※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

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）

赤魚ミリン
アメリカ産（2枚）

298円（税抜）
（税込価格321.84円）

甘らっきょう
ピリ辛らっきょう

アイティーフーズ（各90ｇ・1袋）

128円各
（税抜）

（税込価格138.24円）

カツオタタキ
静岡県産（100ｇ）

168円（税抜）
（税込価格181.44円）

お刺身サーモン
チリ産（100ｇ）

398円（税抜）
（税込価格429.84円）

切身カレイ焼魚
アメリカ産（3枚）

350円（税抜）
（税込価格378.00円）

冷し中華
（1コ）

380円
（税抜）

（税込価格410.40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）惣菜コーナー

アメリカンドッグ
（1本）

80円（税抜）
（税込価格86.40円）

惣菜コーナー

揚げギョーザ
（5コ）

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）

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）

若鶏ムネ肉
国内産（100ｇ）

58円
（税抜）

（税込価格62.64円）

豚肩ロース切落し
国内産（100ｇ）

188円
（税抜）

（税込価格203.04円）

豚ロース冷しゃぶ用
国内産（100ｇ）

218円
（税抜）

（税込価格235.44円）

群馬県産（1玉）

キャベツ 238円（税抜）
（税込価格257.04円）山形県産他（1袋）

きゅうり 138円（税抜）
（税込価格149.04円）

ヤマザキ（各1コ）

ペコちゃんパンケーキ
ペコパフマスカット 85円各

（税抜）

（税込価格91.80円）

紀文（各1パック）

餃子各種 238円各
（税抜）

（税込価格257.04円）

みやけ（各1コ）

（えび、かに、松茸）

茶わん蒸し 88円各
（税抜）

（税込価格95.04円）

茨城県産他（1袋）

小松菜 148円（税抜）
（税込価格159.84円）

北海道産他（1個）

ブロッコリー 228円（税抜）
（税込価格246.24円）

豚挽肉
国内産（100ｇ）

（税込価格138.24円）
128円（税抜）

惣菜コーナー

もも唐揚
ムネ竜田揚げ

（各100ｇ）

168円
（税抜）

（税込価格181.44円）

甘熟王
フィリピン産（1袋）

298円
（税抜）

（税込価格321.84円）

小ねぎ
群馬県産他（1袋）

178円
（税抜）

（税込価格192.24円）

スパゲッティ 1.5mm
ニップン（300ｇ・1袋）

（税込価格149.04円）
138円

（税抜）お一人様
2袋限り

トマトケチャップ
カゴメ（500ｇ・1本）

（税込価格181.44円）
168円

（税抜）お一人様
2本限り

お一人様
2箱限り

お一人様
2箱限り

完熟トマトのハヤシライスソース
ハウス食品（184ｇ・1箱）

（税込価格257.04円）
238円

（税抜）

こくまろカレー 中辛
ハウス食品（140ｇ・1箱）

（税込価格138.24円）
128円

（税抜）

ソース焼きそば  からしマヨネーズ
ソース焼きそば  チキンスープ付き

日清食品（各1コ）

（税込価格116.64円）
108円各

（税抜）

マヨネーズ
キューピー（450ｇ・1本）

ハーフ
キューピー（400ｇ・1本）

（税込価格257.04円）
238円各

（税抜）

20
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2P
-

大根
北海道産（1本）

298円
（税抜）

（税込価格321.84円）

数量
限定

お一人様
合わせて
6コ限り

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）

198セール！
円均一

（税込価格213.84円）

表示価格の
オール3割引！！
アイスクリーム
（氷、ファミリア除きます）

お一人様合わせて2本限り

白身＆タルタルソース
マルハニチロ（1袋）

エビ寄席フライ
味の素（1袋）

チーズハンバーグ
＆ナポリタン

味の素（1袋）

冷凍食品

表示価格の
オール3割引！！
アイスクリーム
（氷、ファミリア除きます） 切身カレイ焼魚

アメリカ産（3枚）

350円（税抜）
（税込価格378.00円）

白身＆タルタルソース
マルハニチロ（1袋）

エビ寄席フライ
味の素（1袋）

チーズハンバーグ
＆ナポリタン

味の素（1袋）

冷凍食品

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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