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日だけのお買得品

48円（税抜）
新玉ねぎ新玉ねぎ
佐賀県産（100ｇ）佐賀県産（100ｇ）

（税込価格51.84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）
158円（税抜）
ピーマンピーマン
茨城県産（1袋）茨城県産（1袋）

（税込価格170.640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）
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）

318円（税抜）
新じゃがいも
鹿児島県産（1袋）鹿児島県産（1袋）

（税込価格343.44円）458円（税抜）
越後姫
佐渡産（1パック）佐渡産（1パック）

（税込価格494.64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）

甘夏
熊本県産他（1パック）熊本県産他（1パック）

298円
（税抜）

（税込価格321.84円）

198円（税抜）
豚肩ロースうす切り豚肩ロースうす切り豚肩ロースうす切り
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

豚肩ロースうす切り豚肩ロースうす切り
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格213.84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）

398円（税抜）
冷凍ながも
佐渡産（1袋）佐渡産（1袋）

（税込価格429.84円）

わかめ
佐渡産（100ｇ）佐渡産（100ｇ）

（小木産、赤泊産）（小木産、赤泊産）

798円（税抜）
（税込価格861.84円）

198円（税抜）
豚バラ焼肉用豚バラ焼肉用豚バラ焼肉用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

豚バラ焼肉用豚バラ焼肉用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格213.84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）
138円（税抜）
中華くらげ中華くらげ中華くらげ
タイ産（100ｇ）タイ産（100ｇ）タイ産（100ｇ）

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）
168円（税抜）
豚赤身カレー用豚赤身カレー用豚赤身カレー用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

豚赤身カレー用豚赤身カレー用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格181.44円）

258円各
（税抜）

梅の実
梅の実  プレミアム
梅の実
梅の実  プレミアム

北雪（各800ｇ・1袋）北雪（各800ｇ・1袋）

（税込価格278.64円）
238円各

（税抜）

さば月花  水煮
さば月花  みそ煮
さば月花  水煮
さば月花  みそ煮

マルハニチロ（各200ｇ・1コ）マルハニチロ（各200ｇ・1コ）

（税込価格257.04円）

75円（税抜）
若鶏モモ唐揚用若鶏モモ唐揚用若鶏モモ唐揚用
ブラジル産解凍（100ｇ）ブラジル産解凍（100ｇ）ブラジル産解凍（100ｇ）

若鶏モモ唐揚用若鶏モモ唐揚用
ブラジル産解凍（100ｇ）ブラジル産解凍（100ｇ）

（税込価格81.00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）
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）

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）
198円（税抜）
カスタードバニラヨーグルトカスタードバニラヨーグルト
安曇野食品（350ｇ・1コ）安曇野食品（350ｇ・1コ）

（税込価格213.84円）
208円（税抜）
すし太郎  黒酢入りすし太郎  黒酢入り
永谷園（1パック）永谷園（1パック）

（税込価格224.64円）

198円（税抜）
すりみ
両蒲（1袋）両蒲（1袋）

（税込価格213.84円）

980円（税抜）
まるまる
白鶴（2ℓ・1本）白鶴（2ℓ・1本）

（税込価格1078.00円）

1,980円（税抜）
ビッグマンビッグマン
合同酒精（４ℓ・1本）合同酒精（４ℓ・1本）

（税込価格2178.00円）

100円（税抜）
焼酎ハイボール 各種焼酎ハイボール 各種
宝酒造（各350㎖・1本）宝酒造（各350㎖・1本）

（税込価格110.00円）

1,380円（税抜）
角瓶角瓶
サントリー（700㎖・1本）サントリー（700㎖・1本）

（税込価格1518.00円）

88円（税抜）
アイラップアイラップ
岩谷（30枚入・1箱）岩谷（30枚入・1箱）

（税込価格96.80円）

208円（税抜）
アタック3X 詰替アタック3X 詰替
花王（690ｇ・1パック）花王（690ｇ・1パック）

（税込価格228.80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（税抜）
ヘルシーごま香油ヘルシーごま香油
日清オイリオ（250ｇ・1本）日清オイリオ（250ｇ・1本）

（税込価格267.84円）

298円（税抜）
お好み焼粉お好み焼粉
日清製粉（500ｇ・1袋）日清製粉（500ｇ・1袋）

（税込価格321.84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）
118円（税抜）
濃いぜ！ 一平ちゃん BIG 各種濃いぜ！ 一平ちゃん BIG 各種
明星（各1コ）明星（各1コ）

（税込価格127.44円）

168円各
（税抜）

inゼリー 各種inゼリー 各種
森永乳業（各180ｇ・1コ）森永乳業（各180ｇ・1コ）

（税込価格181.44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）

塩イカ
両蒲（2枚）両蒲（2枚）

980円
（税抜）

（税込価格1058.40円）

金麦金麦金麦金麦金麦

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）

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）

298円（税抜）
やみつきになる辛口チョリソーチーズ入りソーセージやみつきになる辛口チョリソーチーズ入りソーセージ
フードリエ（160ｇ・1袋）フードリエ（160ｇ・1袋）
やみつきになる辛口チョリソー  レモン＆パセリやみつきになる辛口チョリソー  レモン＆パセリ
フードリエ（160ｇ・1袋）フードリエ（160ｇ・1袋）
やみつきになる辛口チョリソーやみつきになる辛口チョリソー
フードリエ（180ｇ・1袋）フードリエ（180ｇ・1袋）

（税込価格321.84円）

198円各
（税抜）

そのまま美味しいさつま揚
野菜の美味しさ野菜揚
そのまま美味しいさつま揚
野菜の美味しさ野菜揚

堀川（1パック）堀川（1パック）

（税込価格213.84円）

108円（税抜）
さつま揚さつま揚
堀川（6枚入・1袋）堀川（6枚入・1袋）

（税込価格116.64円）

98円（税抜）
牧場の朝ヨーグルト（生乳仕立て）牧場の朝ヨーグルト（生乳仕立て）
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105.84円）

98円（税抜）
なめらかプリンなめらかプリン
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105.84円）
178円（税抜）
メンコちゃんゼリーメンコちゃんゼリー
アキヤマ（1袋）アキヤマ（1袋）

（税込価格192.24円）
105円各

（税抜）

ぷるんとこんにゃくゼリーぷるんとこんにゃくゼリー
オリヒロ（各1袋）オリヒロ（各1袋）

（税込価格113.40円）
248円各

（税抜）

どうぶつえんゼリー 徳用
たのしいすいぞくかんゼリー 徳用
どうぶつえんゼリー 徳用
たのしいすいぞくかんゼリー 徳用

エース（各1袋）エース（各1袋）

（税込価格267.84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）

串付きフランク
丸大食品（10本入・1袋）丸大食品（10本入・1袋）

398円（税抜）
（税込価格429.84円）

78円各
（税抜）

田舎っぺっこんにゃく田舎っぺっこんにゃく
（しらたき、黒板、白板）（しらたき、黒板、白板）

ヨコオ（1パック）ヨコオ（1パック）

（税込価格84.24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）
サラダサラダサラダサラダサラダ

（100ｇ）（100ｇ）

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

（税込価格105.84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）
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）

318円（税抜）
新じゃがいも
鹿児島県産（1袋）鹿児島県産（1袋）

（税込価格343.44円）458円（税抜）
越後姫
佐渡産（1パック）佐渡産（1パック）

（税込価格494.64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）

198円（税抜）
すりみ
両蒲（1袋）両蒲（1袋）

（税込価格213.84円） 398円（税抜）
冷凍ながも
佐渡産（1袋）佐渡産（1袋）

（税込価格429.84円）

298円（税抜）
やみつきになる辛口チョリソーチーズ入りソーセージやみつきになる辛口チョリソーチーズ入りソーセージ
フードリエ（160ｇ・1袋）フードリエ（160ｇ・1袋）
やみつきになる辛口チョリソー  レモン＆パセリやみつきになる辛口チョリソー  レモン＆パセリ
フードリエ（160ｇ・1袋）フードリエ（160ｇ・1袋）
やみつきになる辛口チョリソーやみつきになる辛口チョリソー
フードリエ（180ｇ・1袋）フードリエ（180ｇ・1袋）

（税込価格321.84円）

980円（税抜）
まるまる
白鶴（2ℓ・1本）白鶴（2ℓ・1本）

（税込価格1078.00円）

1,980円（税抜）
ビッグマンビッグマン
合同酒精（４ℓ・1本）合同酒精（４ℓ・1本）

（税込価格2178.00円）

100円（税抜）
焼酎ハイボール 各種焼酎ハイボール 各種
宝酒造（各350㎖・1本）宝酒造（各350㎖・1本）

（税込価格110.00円）

1,380円（税抜）
角瓶角瓶
サントリー（700㎖・1本）サントリー（700㎖・1本）

（税込価格1518.00円）

88円（税抜）
アイラップアイラップ
岩谷（30枚入・1箱）岩谷（30枚入・1箱）

（税込価格96.80円）

208円（税抜）
アタック3X 詰替アタック3X 詰替
花王（690ｇ・1パック）花王（690ｇ・1パック）

（税込価格228.80円）

198円各
（税抜）

そのまま美味しいさつま揚
野菜の美味しさ野菜揚
そのまま美味しいさつま揚
野菜の美味しさ野菜揚

堀川（1パック）堀川（1パック）

（税込価格213.84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）

108円（税抜）
さつま揚さつま揚
堀川（6枚入・1袋）堀川（6枚入・1袋）

（税込価格116.64円）

98円（税抜）
牧場の朝ヨーグルト（生乳仕立て）牧場の朝ヨーグルト（生乳仕立て）
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105.84円）

98円（税抜）
なめらかプリンなめらかプリン
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105.84円）

248円（税抜）
ヘルシーごま香油ヘルシーごま香油
日清オイリオ（250ｇ・1本）日清オイリオ（250ｇ・1本）

（税込価格267.84円）

298円（税抜）
お好み焼粉お好み焼粉
日清製粉（500ｇ・1袋）日清製粉（500ｇ・1袋）

（税込価格321.84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）
118円（税抜）
濃いぜ！ 一平ちゃん BIG 各種濃いぜ！ 一平ちゃん BIG 各種
明星（各1コ）明星（各1コ）

（税込価格127.44円）

178円（税抜）
メンコちゃんゼリーメンコちゃんゼリー
アキヤマ（1袋）アキヤマ（1袋）

（税込価格192.24円）
168円各

（税抜）

inゼリー 各種inゼリー 各種
森永乳業（各180ｇ・1コ）森永乳業（各180ｇ・1コ）

（税込価格181.44円）
105円各

（税抜）

ぷるんとこんにゃくゼリーぷるんとこんにゃくゼリー
オリヒロ（各1袋）オリヒロ（各1袋）

（税込価格113.40円）
248円各

（税抜）

どうぶつえんゼリー 徳用
たのしいすいぞくかんゼリー 徳用
どうぶつえんゼリー 徳用
たのしいすいぞくかんゼリー 徳用

エース（各1袋）エース（各1袋）

（税込価格267.84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）

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）

甘夏
熊本県産他（1パック）熊本県産他（1パック）

298円
（税抜）

（税込価格321.84円）

串付きフランク
丸大食品（10本入・1袋）丸大食品（10本入・1袋）

398円（税抜）
（税込価格429.84円）

わかめ
佐渡産（100ｇ）佐渡産（100ｇ）

（小木産、赤泊産）（小木産、赤泊産）

798円（税抜）
（税込価格861.84円）

塩イカ
両蒲（2枚）両蒲（2枚）

980円
（税抜）

（税込価格1058.40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）

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）
サラダサラダサラダサラダサラダ

（100ｇ）（100ｇ）

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

（税込価格105.84円） 78円各
（税抜）

田舎っぺっこんにゃく田舎っぺっこんにゃく
（しらたき、黒板、白板）（しらたき、黒板、白板）

ヨコオ（1パック）ヨコオ（1パック）

（税込価格84.24円）

198円（税抜）
豚バラ焼肉用豚バラ焼肉用豚バラ焼肉用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

豚バラ焼肉用豚バラ焼肉用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格213.84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）
138円（税抜）
中華くらげ中華くらげ中華くらげ
タイ産（100ｇ）タイ産（100ｇ）タイ産（100ｇ）

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）
豚肩ロースうす切り豚肩ロースうす切り豚肩ロースうす切り
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

豚肩ロースうす切り豚肩ロースうす切り
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格213.84円）
75円（税抜）
若鶏モモ唐揚用若鶏モモ唐揚用若鶏モモ唐揚用
ブラジル産解凍（100ｇ）ブラジル産解凍（100ｇ）ブラジル産解凍（100ｇ）

若鶏モモ唐揚用若鶏モモ唐揚用
ブラジル産解凍（100ｇ）ブラジル産解凍（100ｇ）

（税込価格81.00円）
168円（税抜）
豚赤身カレー用豚赤身カレー用豚赤身カレー用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

豚赤身カレー用豚赤身カレー用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格181.44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）
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）

48円（税抜）
新玉ねぎ新玉ねぎ
佐賀県産（100ｇ）佐賀県産（100ｇ）

（税込価格51.84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）
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）
198円（税抜）
カスタードバニラヨーグルトカスタードバニラヨーグルト
安曇野食品（350ｇ・1コ）安曇野食品（350ｇ・1コ）

（税込価格213.84円）
208円（税抜）
すし太郎  黒酢入りすし太郎  黒酢入り
永谷園（1パック）永谷園（1パック）

（税込価格224.64円）
258円各

（税抜）

梅の実
梅の実  プレミアム
梅の実
梅の実  プレミアム

北雪（各800ｇ・1袋）北雪（各800ｇ・1袋）

（税込価格278.64円）
238円各

（税抜）

さば月花  水煮
さば月花  みそ煮
さば月花  水煮
さば月花  みそ煮

マルハニチロ（各200ｇ・1コ）マルハニチロ（各200ｇ・1コ）

（税込価格257.04円）
158円（税抜）
ピーマンピーマン
茨城県産（1袋）茨城県産（1袋）

（税込価格170.640円）

金麦金麦金麦金麦金麦

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）

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）

5月4 水
日 7土

日 4日間のお買得品～
5月

4 7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

佐渡特産のいごねり
や塩イカ、佐渡わかめ
などの地方発送も
承っております。佐渡
の味を届
けてみて
はいかが
でしょう。

5/8 日

カーネーション無料配布！

GWGWGW



 
 

 
 

 
 

たこ焼
ニッスイ（18個入・1袋）

398円（税抜）
（税込価格429.84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）

群馬県産（1袋）

ポリなす
258円（税抜）

（税込価格278.64円）

神奈川、愛知県産（1玉）

キャベツ
298円（税抜）

（税込価格321.84円）

フィリピン産（1袋）

甘熟王 258円
（税抜）

（税込価格278.64円）
徳島産（1袋）

人参 198円（税抜）
（税込価格213.84円）

新潟、群馬県産（1袋）

きゅうり 158円（税抜）
（税込価格170.64円）群馬県産他（1パック）

トマト 198円（税抜）
（税込価格213.84円）

ほうれん草
茨城県産他（1袋）

208円（税抜）
（税込価格224.64円）

餃子各種
紀文（各1パック）

（税込価格246.24円）
228円各

（税抜）

250円
（税抜）

白身魚フライ
（4枚）

（税込価格270.00円）

（税込価格95.04円）

茶わんむし
みやけ（各1パック）

（えび、かに、松茸）

88円各
（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）

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）

トロサーモン刺身用
チリ産（100ｇ）

258円（税抜）
（税込価格278.64円）

若鶏モモ肉
国内産（100ｇ）

98円
（税抜）

（税込価格105.84円） おーいお茶
伊藤園（各600㎖・1本）

（緑茶、濃い茶）

カルピスTHE RICH
アサヒ飲料（490㎖・1本）

（税込価格429.84円）

（税込価格73.44円）

398円
（税抜）

68円（税抜）

タコぶつ切り
北海道産（100ｇ）

198円（税抜）
（税込価格213.84円）

豚モモ切落し
国内産（280ｇ・1パック）

480円
（税抜）

（税込価格518.40円） 追いがつおつゆの素
ミツカン（1.8ℓ・1本）

（税込価格1166.40円）

（税込価格397.44円）

　1,080円
（税抜）

368円（税抜）

讃岐うどん（3食入）
テーブルマーク（1袋）

198円（税抜）
（税込価格213.84円）

レンジピッツァ＆ピッツァ（2枚）
明治（1袋）

398円（税抜）
（税込価格429.84円）

ベビーホタテ
北海道産（100ｇ）

228円（税抜）
（税込価格246.24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）

豚挽肉
国内産（100ｇ）

（税込価格105.841円）
98円

（税抜）380円
（税抜）

とりもも唐揚
（1パック）

（税込価格410.40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235.44円）
218円

（税抜）

パターラ（6）
ヤマザキ（各1袋）

278円（税抜）
（税込価格300.24円）

越のべったら
（株）増子（1パック）

238円（税抜）
（税込価格257.04円）

切身カレイ
アメリカ産（4枚）　

298円（税抜）
（税込価格321.84円）

カツオタタキ
静岡県産（100ｇ）

158円（税抜）
（税込価格170.64円）

生寿司
（10貫）

898円
（税抜）

（税込価格969.84円）

豚ロース焼肉用
国内産（100ｇ）

（税込価格235.44円）
218円（税抜）

三井製糖（1ｋｇ・1袋）

上白糖

（税込価格213.84円）
198円

（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）

カレイ唐揚
（1枚）

180円
（税抜）

（税込価格194.40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5 5

55

75

4 6
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）

切身カレイ
アメリカ産（4枚）　

298円（税抜）
（税込価格321.84円）

カツオタタキ
静岡県産（100ｇ）

158円（税抜）
（税込価格170.64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）

生寿司
（10貫）

898円
（税抜）

（税込価格969.84円）

惣菜コーナー

カレイ唐揚
（1枚）

180円
（税抜）

（税込価格194.40円）

フィリピン産（1袋）

甘熟王 258円
（税抜）

（税込価格278.64円）
徳島産（1袋）

人参 198円（税抜）
（税込価格213.84円）

タコぶつ切り
北海道産（100ｇ）

198円（税抜）
（税込価格213.84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）

トロサーモン刺身用
チリ産（100ｇ）

258円（税抜）
（税込価格278.64円）

ネギトロ
太平洋産（1パック）

350円（税抜）
（税込価格378.00円）

餃子各種
紀文（各1パック）

（税込価格246.24円）
228円各

（税抜）

（税込価格95.04円）

茶わんむし
みやけ（各1パック）

（えび、かに、松茸）

88円各
（税抜）

若鶏モモ肉
国内産（100ｇ）

98円
（税抜）

（税込価格105.84円）

豚モモ切落し
国内産（280ｇ・1パック）

480円
（税抜）

（税込価格518.40円）

新潟、群馬県産（1袋）

きゅうり 158円（税抜）
（税込価格170.64円）群馬県産他（1パック）

トマト 198円（税抜）
（税込価格213.84円）

群馬県産（1袋）

ポリなす
258円（税抜）

（税込価格278.64円）

神奈川、愛知県産（1玉）

キャベツ
298円（税抜）

（税込価格321.84円）

豚挽肉
国内産（100ｇ）

（税込価格105.841円）
98円

（税抜）

250円
（税抜）

白身魚フライ
（4枚）

（税込価格270.00円）

惣菜コーナー

380円
（税抜）

とりもも唐揚
（1パック）

（税込価格410.40円）

惣菜コーナー

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235.44円）
218円

（税抜）

ほうれん草
茨城県産他（1袋）

208円（税抜）
（税込価格224.64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）

豚ロース焼肉用
国内産（100ｇ）

（税込価格235.44円）
218円（税抜）

数量
限定 お一人様

3本限り

3
本

追いがつおつゆの素
ミツカン（1.8ℓ・1本）

（税込価格1166.40円）

（税込価格397.44円）

　1,080円
（税抜）

368円（税抜）1
本

三井製糖（1ｋｇ・1袋）

上白糖

（税込価格213.84円）
198円

（税抜）お一人様
2袋限り

3割引！！3割引！！

表示価格の
オール4割引！！

アイスクリーム
（ファミリア、氷除きます）

表示価格の
オール4割引！！

アイスクリーム
（ファミリア、氷除きます）

表示価格の
オール4割引！！

アイスクリーム
（ファミリア、氷除きます）

パターラ（6）
ヤマザキ（各1袋）

278円（税抜）
（税込価格300.24円）

越のべったら
（株）増子（1パック）

238円（税抜）
（税込価格257.04円）

お一人様
合わせて
2本限り

讃岐うどん（3食入）
テーブルマーク（1袋）

198円（税抜）
（税込価格213.84円）

レンジピッツァ＆ピッツァ（2枚）
明治（1袋）

398円（税抜）
（税込価格429.84円）

たこ焼
ニッスイ（18個入・1袋）

398円（税抜）
（税込価格429.84円）

6
本

おーいお茶
伊藤園（各600㎖・1本）

（緑茶、濃い茶）

カルピスTHE RICH
アサヒ飲料（490㎖・1本）

（税込価格429.84円）

（税込価格73.44円）

398円
（税抜）

68円（税抜）1
本

お一人様
合わせて6本限り

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）

118円
（税抜）

（税込価格127.44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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