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日だけのお買得品

298円（税抜）
無添加円熟こうじみそ無添加円熟こうじみそ
ひかり味噌（750ｇ・1パック）ひかり味噌（750ｇ・1パック）

（税込価格321.84円）

298円（税抜）
野菜たっぷり鶏生つみれ（15粒）野菜たっぷり鶏生つみれ（15粒）
ツルマフーズ（1パック）ツルマフーズ（1パック）

（冷凍）（冷凍）

（税込価格321.84円）

228円（税抜）
豚ロース焼肉用豚ロース焼肉用豚ロース焼肉用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

豚ロース焼肉用豚ロース焼肉用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格246.24円）

98円（税抜）
ピーマンピーマン
高知県産（1袋）高知県産（1袋）

（税込価格105.84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）

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）
大根大根
埼玉県産他（1本）埼玉県産他（1本）

（税込価格170.64円）
158円（税抜）
大根大根
埼玉県産他（1本）埼玉県産他（1本）

（税込価格170.64円）

りんご
青森県産他（1パック）青森県産他（1パック）

350円
（税抜）

（税込価格378.00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） 168円（税抜）
しいたけ
新潟県産（1パック）新潟県産（1パック）

（税込価格181.44円）

398円（税抜）
みかん
和歌山産（1袋）和歌山産（1袋）

（税込価格429.84円）

158円（税抜）
アボカド
メキシコ産（1コ）メキシコ産（1コ）

（税込価格170.64円）

398円（税抜）
アラカブ
ウルグアイ産（2尾）ウルグアイ産（2尾）

（税込価格429.84円）

桜鯛
長崎県産（2尾）長崎県産（2尾）

580円
（税抜）

（税込価格626.40円）

78円各
（税抜）

田舎っぺこんにゃく
ヨコオ（各1パック）ヨコオ（各1パック）

（しらたき、白板、黒板）（しらたき、白板、黒板）

（税込価格84.24円）

158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170.64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・1パック）ノルウェー産（3枚・1パック）ノルウェー産（3枚・1パック）

塩サバフィレー塩サバフィレー
ノルウェー産（3枚・1パック）ノルウェー産（3枚・1パック）

（税込価格378.00円）
268円各

（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（各100ｇ）アメリカ産（各100ｇ）アメリカ産（各100ｇ）

たら子、明太子たら子、明太子
アメリカ産（各100ｇ）アメリカ産（各100ｇ）

（税込価格289.44円）

88円（税抜）
パン粉パン粉
エーコープ（180ｇ・1袋）エーコープ（180ｇ・1袋）

（税込価格95.04円）
188円各

（税抜）

お魚厚揚
白身魚揚げ
お魚厚揚
白身魚揚げ

一正（各1パック）一正（各1パック）

（税込価格203.04円）

158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170.64円）
158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170.64円）
278円（税抜）
銀ダラ照焼用銀ダラ照焼用銀ダラ照焼用
カナダ産（100ｇ）カナダ産（100ｇ）カナダ産（100ｇ）

銀ダラ照焼用銀ダラ照焼用
カナダ産（100ｇ）カナダ産（100ｇ）

（税込価格300.24円）
100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108.00円）

98円（税抜）
昔ながらの焼売昔ながらの焼売
楽陽（1パック）楽陽（1パック）

（税込価格105.84円）
108円各

（税抜）

R-1ドリンク
R-1ドリンク 低糖低カロリー
R-1ドリンク
R-1ドリンク 低糖低カロリー

明治（各112㎖・1本）明治（各112㎖・1本）

（税込価格116.64円）

498円（税抜）
うれしたのしいお酒うれしたのしいお酒
合同酒精（1.8ℓ・1本）合同酒精（1.8ℓ・1本）

（税込価格547.80円）

99円（税抜）
-196°秋ぶどう
-196°秋りんご
-196°秋梨

-196°秋ぶどう
-196°秋りんご
-196°秋梨

サントリー（各350㎖・1本）サントリー（各350㎖・1本）

（税込価格108.90円）

798円（税抜）
五郎八五郎八
菊水酒造（720㎖・1本）菊水酒造（720㎖・1本）

（税込価格877.80円）

258円（税抜）
五郎八五郎八
菊水酒造（180㎖・1本）菊水酒造（180㎖・1本）

（税込価格283.80円）

398円（税抜）
ムキエビ
インドネシア産（180ｇ・1袋）インドネシア産（180ｇ・1袋）

（税込価格429.84円）

1,280円（税抜）
塩マス
北海道産（1尾）北海道産（1尾）

（税込価格1382.40円）

208円（税抜）
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224.64円）

258円（税抜）
乳酸菌飲料 BIGマイルド
クロレラ（7本入・1袋）クロレラ（7本入・1袋）

（税込価格278.64円）

98円（税抜）
おでんの素
エスビー（80ｇ・1箱）エスビー（80ｇ・1箱）

（税込価格105.84円）

88円（税抜）
伊勢ひじき
角平（25g）角平（25g）

（税込価格95.04円）
168円（税抜）
ぜに麩
マルヨネ（21枚入）マルヨネ（21枚入）

（税込価格181.44円）

78円（税抜）
おろし生わさび
ハウス食品（43ｇ・1本）ハウス食品（43ｇ・1本）

（税込価格84.24円）

698円（税抜）
創味のつゆ
創味（1ℓ・1本）創味（1ℓ・1本）

（税込価格753.84円） 238円（税抜）
カプリコミニ　大袋
グリコ（1袋）グリコ（1袋）

（税込価格257.04円）

238円（税抜）
ビスコ  ミニ
グリコ（1袋）グリコ（1袋）

（税込価格257.04円）

88円（税抜）
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）

168円（税抜）
スタンドパック
YBC（各1袋）YBC（各1袋）

（税込価格181.44円）

258円（税抜）
おでん袋（9種18個）
堀川（1袋）堀川（1袋）

（税込価格278.64円）

98円（税抜）
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105.84円）

168円各
（税抜）

そのまま美味しいさつま揚げ
野菜の美味しさ野菜揚げ

堀川（各4枚入・1パック）堀川（各4枚入・1パック）

（税込価格181.44円）

138円（税抜）
スライスチーズ
とろけるスライスチーズ
スライスチーズ
とろけるスライスチーズ

くらし良好（各7枚入・1袋）くらし良好（各7枚入・1袋）

（税込価格149.04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213.84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）

〆まで美味しい鍋つゆ
ミツカン（750ｇ・1袋）ミツカン（750ｇ・1袋）

248円
（税抜）

（税込価格267.84円）

398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429.84円）
98円（税抜）
金時、昆布豆、黒花豆金時、昆布豆、黒花豆金時、昆布豆、黒花豆金時、昆布豆、黒花豆金時、昆布豆、黒花豆

（100ｇ）（100ｇ）

（税込価格105.84円）
98円（税抜）
釜炊き生姜釜炊き生姜釜炊き生姜釜炊き生姜釜炊き生姜

（100ｇ）（100ｇ）

（税込価格105.84円）
88円（税抜）
サラダサラダサラダサラダサラダ

（100ｇ）（100ｇ）

（かくぎりポテト、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）

（税込価格95.04円）

スーパードライスーパードライスーパードライスーパードライスーパードライ

1,052円（税抜）
アサヒ（350㎖×6）アサヒ 350㎖×6

アサヒ（500㎖×6）アサヒ 500㎖×6

1,320円（税抜）
（税込価格1157.20円）

（税込価格1452.00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）

198円（税抜）
リード 冷凍も冷蔵もできる
新鮮保存バック（M,L）
リード 冷凍も冷蔵もできる
新鮮保存バック（M,L）

ライオン（各1箱）ライオン（各1箱）

（税込価格213.84円）

（M20枚／L14枚）（M20枚／L14枚）

498円（税抜）
うれしたのしいお酒うれしたのしいお酒
合同酒精（1.8ℓ・1本）合同酒精（1.8ℓ・1本）

（税込価格547.80円）

99円（税抜）
-196°秋ぶどう
-196°秋りんご
-196°秋梨

-196°秋ぶどう
-196°秋りんご
-196°秋梨

サントリー（各350㎖・1本）サントリー（各350㎖・1本）

（税込価格108.90円）

798円（税抜）
五郎八五郎八
菊水酒造（720㎖・1本）菊水酒造（720㎖・1本）

（税込価格877.80円）

258円（税抜）
五郎八五郎八
菊水酒造（180㎖・1本）菊水酒造（180㎖・1本）

（税込価格283.80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） 168円（税抜）
しいたけ
新潟県産（1パック）新潟県産（1パック）

（税込価格181.44円）

398円（税抜）
みかん
和歌山産（1袋）和歌山産（1袋）

（税込価格429.84円）

158円（税抜）
アボカド
メキシコ産（1コ）メキシコ産（1コ）

（税込価格170.64円）

398円（税抜）
ムキエビ
インドネシア産（180ｇ・1袋）インドネシア産（180ｇ・1袋）

（税込価格429.84円）

398円（税抜）
アラカブ
ウルグアイ産（2尾）ウルグアイ産（2尾）

（税込価格429.84円）

1,280円（税抜）
塩マス
北海道産（1尾）北海道産（1尾）

（税込価格1382.40円）

208円（税抜）
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224.64円）

258円（税抜）
乳酸菌飲料 BIGマイルド
クロレラ（7本入・1袋）クロレラ（7本入・1袋）

（税込価格278.64円）

98円（税抜）
おでんの素
エスビー（80ｇ・1箱）エスビー（80ｇ・1箱）

（税込価格105.84円）

88円（税抜）
伊勢ひじき
角平（25g）角平（25g）

（税込価格95.04円）
168円（税抜）
ぜに麩
マルヨネ（21枚入）マルヨネ（21枚入）

（税込価格181.44円）

78円（税抜）
おろし生わさび
ハウス食品（43ｇ・1本）ハウス食品（43ｇ・1本）

（税込価格84.24円）

698円（税抜）
創味のつゆ
創味（1ℓ・1本）創味（1ℓ・1本）

（税込価格753.84円） 238円（税抜）
カプリコミニ　大袋
グリコ（1袋）グリコ（1袋）

（税込価格257.04円）

238円（税抜）
ビスコ  ミニ
グリコ（1袋）グリコ（1袋）

（税込価格257.04円）

88円（税抜）
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）

168円（税抜）
スタンドパック
YBC（各1袋）YBC（各1袋）

（税込価格181.44円）

258円（税抜）
おでん袋（9種18個）
堀川（1袋）堀川（1袋）

（税込価格278.64円）

98円（税抜）
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105.84円）

168円各
（税抜）

そのまま美味しいさつま揚げ
野菜の美味しさ野菜揚げ

堀川（各4枚入・1パック）堀川（各4枚入・1パック）

（税込価格181.44円）
78円各

（税抜）

田舎っぺこんにゃく
ヨコオ（各1パック）ヨコオ（各1パック）

（しらたき、白板、黒板）（しらたき、白板、黒板）

（税込価格84.24円）

138円（税抜）
スライスチーズ
とろけるスライスチーズ
スライスチーズ
とろけるスライスチーズ

くらし良好（各7枚入・1袋）くらし良好（各7枚入・1袋）

（税込価格149.04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213.84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）

298円（税抜）
野菜たっぷり鶏生つみれ（15粒）野菜たっぷり鶏生つみれ（15粒）
ツルマフーズ（1パック）ツルマフーズ（1パック）

（冷凍）（冷凍）

（税込価格321.84円）

りんご
青森県産他（1パック）青森県産他（1パック）

350円
（税抜）

（税込価格378.00円）

桜鯛
長崎県産（2尾）長崎県産（2尾）

580円
（税抜）

（税込価格626.40円）

〆まで美味しい鍋つゆ
ミツカン（750ｇ・1袋）ミツカン（750ｇ・1袋）

248円
（税抜）

（税込価格267.84円）

惣菜コーナー

398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429.84円）

惣菜コーナー

98円（税抜）
金時、昆布豆、黒花豆金時、昆布豆、黒花豆金時、昆布豆、黒花豆金時、昆布豆、黒花豆金時、昆布豆、黒花豆

（100ｇ）（100ｇ）

（税込価格105.84円）

惣菜コーナー

98円（税抜）
釜炊き生姜釜炊き生姜釜炊き生姜釜炊き生姜釜炊き生姜

（100ｇ）（100ｇ）

（税込価格105.84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）

（かくぎりポテト、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）

（税込価格95.04円）

158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170.64円）
228円（税抜）
豚ロース焼肉用豚ロース焼肉用豚ロース焼肉用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

豚ロース焼肉用豚ロース焼肉用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格246.24円）
158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170.64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・1パック）ノルウェー産（3枚・1パック）ノルウェー産（3枚・1パック）

塩サバフィレー塩サバフィレー
ノルウェー産（3枚・1パック）ノルウェー産（3枚・1パック）

（税込価格378.00円）
268円各

（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（各100ｇ）アメリカ産（各100ｇ）アメリカ産（各100ｇ）

たら子、明太子たら子、明太子
アメリカ産（各100ｇ）アメリカ産（各100ｇ）

（税込価格289.44円）
158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170.64円）
278円（税抜）
銀ダラ照焼用銀ダラ照焼用銀ダラ照焼用
カナダ産（100ｇ）カナダ産（100ｇ）カナダ産（100ｇ）

銀ダラ照焼用銀ダラ照焼用
カナダ産（100ｇ）カナダ産（100ｇ）

（税込価格300.24円）
100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108.00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）
大根大根
埼玉県産他（1本）埼玉県産他（1本）

（税込価格170.64円）
98円（税抜）
ピーマンピーマン
高知県産（1袋）高知県産（1袋）

（税込価格105.84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）
98円（税抜）
昔ながらの焼売昔ながらの焼売
楽陽（1パック）楽陽（1パック）

（税込価格105.84円）
108円各

（税抜）

R-1ドリンク
R-1ドリンク 低糖低カロリー
R-1ドリンク
R-1ドリンク 低糖低カロリー

明治（各112㎖・1本）明治（各112㎖・1本）

（税込価格116.64円）
298円（税抜）
無添加円熟こうじみそ無添加円熟こうじみそ
ひかり味噌（750ｇ・1パック）ひかり味噌（750ｇ・1パック）

（税込価格321.84円）
88円（税抜）
パン粉パン粉
エーコープ（180ｇ・1袋）エーコープ（180ｇ・1袋）

（税込価格95.04円）
188円各

（税抜）

お魚厚揚
白身魚揚げ
お魚厚揚
白身魚揚げ

一正（各1パック）一正（各1パック）

（税込価格203.04円）

スーパードライスーパードライスーパードライスーパードライスーパードライ

1,052円（税抜）
アサヒ（350㎖×6）アサヒ 350㎖×6

アサヒ（500㎖×6）アサヒ 500㎖×6

1,320円（税抜）
（税込価格1157.20円）

（税込価格1452.00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）

198円（税抜）
リード 冷凍も冷蔵もできる
新鮮保存バック（M,L）
リード 冷凍も冷蔵もできる
新鮮保存バック（M,L）

ライオン（各1箱）ライオン（各1箱）

（税込価格213.84円）

（M20枚／L14枚）（M20枚／L14枚）

11月17水
日 20土

日 4日間のお買得品～
11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。

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

　もともとボジョレー地方の
地酒として製造されたもの
が、美味しさが評判となり、
やがて世界へと広がって
いったといわれています。
　かつては解禁日が設けら
れておらず、どこよりも早く
売り出そうと、熟成前のワイ
ンが出回ることが多くなりま
した。そのため、現在のよう
に解禁日が制定されたとい
われています。
　味は酸味や渋みが少な
く、フルーティーな口当たり
が特徴といわれています。
是非ご賞味ください。

ボジョレーヌ
ーボー11月18日

解禁！講講講
!!!



 
 

 
 

 
 

国内産（100ｇ）

豚肩ローススライス

188円
（税抜）

（税込価格203.04円）

豚バラ焼肉用
国内産（100ｇ）

（税込価格181.44円）
168円

（税抜）

茨城県産（¼カット）

白菜 98円（税抜）
（税込価格105.84円）

新潟県産（1袋）

春菊
168円（税抜）
（税込価格181.44円）

フィリピン産（1袋）

甘熟王
258円（税抜）

（税込価格278.64円）
茨城県産（1袋）

人参 198円（税抜）
（税込価格213.84円）

佐渡産他（1コ）

ブロッコリー 158円（税抜）
（税込価格170.64円）

新潟県産（100ｇ）

れんこん 68円（税抜）
（税込価格73.44円）

キャベツ
群馬県産他（1玉）

198円
（税抜）

（税込価格213.84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）

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203.04円）

餃子各種
紀文（各1パック）

188円各
（税抜）若鶏モモ肉

国内産（100ｇ）

98円
（税抜）

（税込価格105.84円）

ヤマザキ（各1パック）

（たれ、つぶあん）
串だんご 3本入 88円（税抜）

（税込価格95.04 円）

380円（税抜）赤飯
（1パック）

（税込価格410.40円）

380円（税抜）煮しめ
（1パック）

（税込価格410.40円）

緑茶
桂香園（2ℓ・1本）

（税込価格537.84円）（税込価格95.04円）
498円

（税抜）88円（税抜）

黄金の味
198円

（税抜）

（税込価格213.84円）

エバラ（210ｇ・1本）

（甘口、中辛、辛口）

お刺身サーモン
チリ産（100ｇ）

380円（税抜）
（税込価格410.40円）

150円
（税抜）

カレイ唐揚
（1枚）

（税込価格162.00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）

（税込価格95.04円）

茶わん蒸し
みやけ（各1コ）

（えび、かに、松茸）

88円各
（税抜）

東洋水産（5食入・1袋）

塩ラーメン

（税込価格300.24円）
278円

（税抜）

ジャンボ餃子
（5コ）

250円
（税抜）

（税込価格270.00円）

シマダヤ（3食入・1袋）

太鼓判玉うどん98円（税抜）
（税込価格105.84円）

豚ロースしゃぶしゃぶ用
国内産（100ｇ）

（税込価格235.44円）
218円

（税抜）

リポビタンD

840円
（税抜）

（税込価格924.00円）

大正製薬（10本入・1カートン）

ベビーホタテ
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・1パック）

298円（税抜）
（税込価格321.84円）

もめん豆腐
かごや（1パック）

68円（税抜）
（税込価格73.44円）

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・1袋）

298円
（税抜）

（税込価格321.84円）

380円
（税抜）

鍋焼きうどん
（1コ）

（税込価格410.40円）

80円
（税抜）えび天

（1本）

（税込価格86.40円）

円
（税込価格257.04円）

238（税抜）

日清（1ｋｇ・1袋）

三温糖

円
（税込価格213.84円）

198（税抜）

エーコープ（1ｋｇ・1袋）

上白糖

（税込価格378.00円）

ネギトロ
太平洋産（1パック）

350円（税抜）

198セール！
円均一

（税込価格213.84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11 11

1111

20

17 19

18

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・1袋）

298円
（税抜）

（税込価格321.84円）

お刺身サーモン
チリ産（100ｇ）

380円（税抜）
（税込価格410.40円）

ベビーホタテ
北海道産（100ｇ）

178円（税抜）
（税込価格192.24円）

佐渡産他（1コ）

ブロッコリー 158円（税抜）
（税込価格170.64円）

キャベツ
群馬県産他（1玉）

198円
（税抜）

（税込価格213.84円）

380円
（税抜）

鍋焼きうどん
（1コ）

（税込価格410.40円）惣菜コーナー

80円
（税抜）えび天

（1本）

（税込価格86.40円）

惣菜コーナー

150円
（税抜）

カレイ唐揚
（1枚）

（税込価格162.00円）

惣菜コーナー

ジャンボ餃子
（5コ）

250円
（税抜）

（税込価格270.00円）

フィリピン産（1袋）

甘熟王
258円（税抜）

（税込価格278.64円）
茨城県産（1袋）

人参 198円（税抜）
（税込価格213.84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）

切身カレイ焼魚
アメリカ産（3枚・1パック）

298円（税抜）
（税込価格321.84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203.04円）

餃子各種
紀文（各1パック）

188円各
（税抜）

（税込価格95.04円）

茶わん蒸し
みやけ（各1コ）

（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）

新潟県産（100ｇ）

れんこん 68円（税抜）
（税込価格73.44円）

シマダヤ（3食入・1袋）

太鼓判玉うどん98円（税抜）
（税込価格105.84円）

茨城県産（¼カット）

白菜 98円（税抜）
（税込価格105.84円）

新潟県産（1袋）

春菊
168円（税抜）
（税込価格181.44円）

ヤマザキ（各1パック）

（たれ、つぶあん）
串だんご 3本入 88円（税抜）

（税込価格95.04 円）

豚バラ焼肉用
国内産（100ｇ）

（税込価格181.44円）
168円

（税抜）

豚ロースしゃぶしゃぶ用
国内産（100ｇ）

（税込価格235.44円）
218円

（税抜）

380円（税抜）赤飯
（1パック）

（税込価格410.40円）

惣菜コーナー

380円（税抜）煮しめ
（1パック）

（税込価格410.40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

東洋水産（5食入・1袋）

塩ラーメン

（税込価格300.24円）
278円

（税抜）お一人様
2袋限り

6
本

緑茶
桂香園（2ℓ・1本）

（税込価格537.84円）（税込価格95.04円）
498円

（税抜）88円（税抜）1
本

円
（税込価格257.04円）

238（税抜）

日清（1ｋｇ・1袋）

三温糖

円
（税込価格213.84円）

198（税抜）

エーコープ（1ｋｇ・1袋）

上白糖 お一人様
2袋限り

お一人様
2袋限り

お一人様
6本限り

黄金の味
198円

（税抜）

（税込価格213.84円）

エバラ（210ｇ・1本）

（甘口、中辛、辛口）

お一人様
2本限り

リポビタンD

840円
（税抜）

（税込価格924.00円）

大正製薬（10本入・1カートン）

お一人様
2カートン
限り

てりやきチキングラタン
マルハニチロ（1袋）

新鮮卵のふっくらオムレツ
テーブルマーク（1袋）

お弁当用ソース焼きそば
日清（1袋）

冷凍食品

てりやきチキングラタン
マルハニチロ（1袋）

新鮮卵のふっくらオムレツ
テーブルマーク（1袋）

お弁当用ソース焼きそば
日清（1袋）

冷凍食品

表示価格の
オール3割引！！

箱アイスクリーム
（ファミリアは除きます）

表示価格の
オール3割引！！

箱アイスクリーム
（ファミリアは除きます）

国内産（100ｇ）

豚肩ローススライス

188円
（税抜）

（税込価格203.04円）

佐渡牛乳
佐渡乳業（1ℓ・1本） 198円

（税抜）

（税込価格213.84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）

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）

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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