
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

98円（税抜）
金時豆
昆布豆
黒花豆

金時豆
昆布豆
黒花豆

金時豆
昆布豆
黒花豆

金時豆
昆布豆
黒花豆

金時豆
昆布豆
黒花豆

（100ｇ）100ｇ

（税込価格105.84円）

新種
入りました！

新酒
入りました！

どべら
南佐渡産さつまいも使用（720㎖・1本）南佐渡産さつまいも使用（720㎖・1本）

1,380円（税抜）
（税込価格1518.00円）

178円（税抜）
白菜白菜
長野県産他（¼カット）長野県産他（¼カット）

（税込価格192.24円）
158円（税抜）
ニラニラ
山形県産（1袋）山形県産（1袋）

（税込価格170.64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（税抜）
人参人参
北海道産（1袋）北海道産（1袋）

（税込価格213.84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）
350円（税抜）
みかん
佐賀県産他（1袋）佐賀県産他（1袋）

（税込価格378.00円）

298円（税抜）
早生ふじ
山形県産他（1パック）山形県産他（1パック）

（税込価格321.84円）

キウイフルーツ
ニュージーランド産（4個入・1パック）ニュージーランド産（4個入・1パック）

350円
（税抜）

（税込価格378.00円）

ゴールドキウイフルーツ
ニュージーランド産（4個入・1パック）ニュージーランド産（4個入・1パック）

480円
（税抜）

（税込価格518.40円）

まいたけ
ホクト 他（1袋）ホクト 他（1袋）

168円
（税抜）

（税込価格181.44円）

えのき
新潟県産（1袋）新潟県産（1袋）

88円
（税抜）

（税込価格95.04円）

78円（税抜）
生茶生茶
キリン（各525㎖・1本）キリン（各525㎖・1本）

（税込価格84.24円）

298円（税抜）
豊潤ウインナー
ニッポンハム（90ｇ×2・1袋）ニッポンハム（90ｇ×2・1袋）

（税込価格321.84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（1パック）ノルウェー産（1パック）ノルウェー産（1パック）

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

（税込価格378.00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）
128円（税抜）
身欠ニシンソフト身欠ニシンソフト身欠ニシンソフト
アメリカ産（100ｇ）アメリカ産（100ｇ）アメリカ産（100ｇ）

身欠ニシンソフト身欠ニシンソフト
アメリカ産（100ｇ）アメリカ産（100ｇ）

（税込価格138.24円）
75円（税抜）
若鶏手羽元・手羽先若鶏手羽元・手羽先若鶏手羽元・手羽先
国内産解凍（100ｇ）国内産解凍（100ｇ）国内産解凍（100ｇ）

若鶏手羽元・手羽先若鶏手羽元・手羽先
国内産解凍（100ｇ）国内産解凍（100ｇ）

（税込価格81.00円）

108円（税抜）
釜あげうどん釜あげうどん
イリサワ（3食入・1袋）イリサワ（3食入・1袋）

（税込価格116.64円）
98円（税抜）
焼豚チャーハンの素
五目チャーハンの素
焼豚チャーハンの素
五目チャーハンの素

永谷園（各3パック入・1袋）永谷園（各3パック入・1袋）

（税込価格105.84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）
75円（税抜）
若鶏唐揚用若鶏唐揚用若鶏唐揚用
ブラジル産解凍（100ｇ）ブラジル産解凍（100ｇ）ブラジル産解凍（100ｇ）

若鶏唐揚用若鶏唐揚用
ブラジル産解凍（100ｇ）ブラジル産解凍（100ｇ）

（税込価格81.00円）

98円（税抜）
4種の野菜たっぷり焼売4種の野菜たっぷり焼売
楽陽（1パック）楽陽（1パック）

（税込価格105.84円）
100円（税抜）
オレンジ100％ジュース
アップル100％ジュース
オレンジ100％ジュース
アップル100％ジュース

近藤乳業（各1000㎖・1本）近藤乳業（各1000㎖・1本）

（税込価格108.00円）
238円各

（税抜）

金のごまだれカロリーハーフ
金のごまだれ焙煎荒挽
金のごまだれカロリーハーフ
金のごまだれ焙煎荒挽

ミツカン（各250㎖・1本）ミツカン（各250㎖・1本）

（税込価格257.04円）

98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107.80円）

980円（税抜）
芋盛り・麦盛り芋盛り・麦盛り
合同酒精（1.8ℓ・1本）合同酒精（1.8ℓ・1本）

（税込価格1078.00円）

98円（税抜）
ニッポンプレミアム　各種ニッポンプレミアム　各種
合同酒精（350㎖・1本）合同酒精（350㎖・1本）

（税込価格107.80円）

228円（税抜）
プリッツ 9袋入
ポッキー 9袋入
プリッツ 9袋入
ポッキー 9袋入

グリコ（各1袋）グリコ（各1袋）

（税込価格246.24円）

238円（税抜）
ガトーショコラ
ムーンライトソフトケーキ
ガトーショコラ
ムーンライトソフトケーキ

森永（各1箱）森永（各1箱）

（税込価格257.04円）

98円（税抜）
フランフラン
明治（各1箱）明治（各1箱）

（税込価格105.84円）

238円（税抜）
カンタン酢カンタン酢
ミツカン（500㎖・1本）ミツカン（500㎖・1本）

（税込価格257.04円）

258円（税抜）
こなべっち 各種こなべっち 各種
ミツカン（4パック）ミツカン（4パック）

（税込価格278.64円）

178円（税抜）
大人のご褒美  各種大人のご褒美  各種
ネスレ（1パック）ネスレ（1パック）

（税込価格192.24円）

148円（税抜）
うちのごはん 各種うちのごはん 各種
キッコーマン（1箱）キッコーマン（1箱）

（税込価格159.84円）

258円（税抜）
エリエール　
イーナティッシュBOX
エリエール　
イーナティッシュBOX

旭化成（150W×5・1パック）旭化成（150W×5・1パック）

（税込価格278.64円）

88円（税抜）
とくとくケースとくとくケース
三菱（各1コ）三菱（各1コ）

（6・8・9号）（6・8・9号）

（税込価格95.04円）

淡麗生淡麗生淡麗生淡麗生淡麗生

748円（税抜）
キリン（350㎖×6）キリン 350㎖×6

キリン（500㎖×6）キリン 500㎖×6

998円（税抜）
（税込価格822.80円）

（税込価格1097.80円）

スタイルフリーパーフェクトスタイルフリーパーフェクトスタイルフリーパーフェクトスタイルフリーパーフェクトスタイルフリーパーフェクト

748円（税抜）
アサヒ（350㎖×6）アサヒ 350㎖×6

アサヒ（500㎖×6）アサヒ 500㎖×6

998円（税抜）
（税込価格767.80円）

（税込価格1080.20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）

（もも、ねぎ間、皮）（もも、ねぎ間、皮）

（税込価格429.84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）

278円（税抜）
おでん袋（9種18個）おでん袋（9種18個）
堀川（1袋）堀川（1袋）

（税込価格300.24円）

138円（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）
88円（税抜）
マイルドカフェオレマイルドカフェオレ
グリコ（500㎖・1本）グリコ（500㎖・1本）

（税込価格95.04円）
198円（税抜）
昆布ポン酢昆布ポン酢
ヤマサ（500㎖・1本）ヤマサ（500㎖・1本）

（税込価格213.84円）
288円（税抜）
クノールカップスープ 徳用各種クノールカップスープ 徳用各種
味の素（8パック）味の素（8パック）

（税込価格311.04円）

98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105.84円）

350円（税抜）
ロールキャベツ（冷凍）ロールキャベツ（冷凍）
神栄（8個入・1パック）神栄（8個入・1パック）

（税込価格378.00円）

480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518.40円）

1,280円（税抜）
塩マス塩マス
北海道産（1尾）北海道産（1尾）

（税込価格1382.40円）

100円（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（4個入・1コ）QBB（4個入・1コ）

（税込価格108.00円）

168円（税抜）
野菜の美味しさ野菜揚げ野菜の美味しさ野菜揚げ
堀川（1パック）堀川（1パック）

（税込価格181.44円）
168円（税抜）
そのまま美味しいさつま揚げそのまま美味しいさつま揚げ
堀川（1パック）堀川（1パック）

（税込価格181.44円）

268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）
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）
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（1パック）ノルウェー産（1パック）ノルウェー産（1パック）

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

（税込価格378.00円）
268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289.44円）

98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107.80円）

980円（税抜）
芋盛り・麦盛り芋盛り・麦盛り
合同酒精（1.8ℓ・1本）合同酒精（1.8ℓ・1本）

（税込価格1078.00円）

98円（税抜）
ニッポンプレミアム　各種ニッポンプレミアム　各種
合同酒精（350㎖・1本）合同酒精（350㎖・1本）

（税込価格107.80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）

298円（税抜）
豊潤ウインナー
ニッポンハム（90ｇ×2・1袋）ニッポンハム（90ｇ×2・1袋）

（税込価格321.84円）

350円（税抜）
みかん
佐賀県産他（1袋）佐賀県産他（1袋）

（税込価格378.00円）

298円（税抜）
早生ふじ
山形県産他（1パック）山形県産他（1パック）

（税込価格321.84円）

278円（税抜）
おでん袋（9種18個）おでん袋（9種18個）
堀川（1袋）堀川（1袋）

（税込価格300.24円）

138円（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）
228円（税抜）
プリッツ 9袋入
ポッキー 9袋入
プリッツ 9袋入
ポッキー 9袋入

グリコ（各1袋）グリコ（各1袋）

（税込価格246.24円）

238円（税抜）
ガトーショコラ
ムーンライトソフトケーキ
ガトーショコラ
ムーンライトソフトケーキ

森永（各1箱）森永（各1箱）

（税込価格257.04円）

88円（税抜）
マイルドカフェオレマイルドカフェオレ
グリコ（500㎖・1本）グリコ（500㎖・1本）

（税込価格95.04円）
98円（税抜）
フランフラン
明治（各1箱）明治（各1箱）

（税込価格105.84円）
198円（税抜）
昆布ポン酢昆布ポン酢
ヤマサ（500㎖・1本）ヤマサ（500㎖・1本）

（税込価格213.84円）

238円（税抜）
カンタン酢カンタン酢
ミツカン（500㎖・1本）ミツカン（500㎖・1本）

（税込価格257.04円）

78円（税抜）
生茶生茶
キリン（各525㎖・1本）キリン（各525㎖・1本）

（税込価格84.24円）

258円（税抜）
こなべっち 各種こなべっち 各種
ミツカン（4パック）ミツカン（4パック）

（税込価格278.64円）

178円（税抜）
大人のご褒美  各種大人のご褒美  各種
ネスレ（1パック）ネスレ（1パック）

（税込価格192.24円）

288円（税抜）
クノールカップスープ 徳用各種クノールカップスープ 徳用各種
味の素（8パック）味の素（8パック）

（税込価格311.04円）

148円（税抜）
うちのごはん 各種うちのごはん 各種
キッコーマン（1箱）キッコーマン（1箱）

（税込価格159.84円）

258円（税抜）
エリエール　
イーナティッシュBOX
エリエール　
イーナティッシュBOX

旭化成（150W×5・1パック）旭化成（150W×5・1パック）

（税込価格278.64円）

88円（税抜）
とくとくケースとくとくケース
三菱（各1コ）三菱（各1コ）

（6・8・9号）（6・8・9号）

（税込価格95.04円）

98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105.84円）

350円（税抜）
ロールキャベツ（冷凍）ロールキャベツ（冷凍）
神栄（8個入・1パック）神栄（8個入・1パック）

（税込価格378.00円）

480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518.40円）

1,280円（税抜）
塩マス塩マス
北海道産（1尾）北海道産（1尾）

（税込価格1382.40円）

キウイフルーツ
ニュージーランド産（4個入・1パック）ニュージーランド産（4個入・1パック）

350円
（税抜）

（税込価格378.00円）

ゴールドキウイフルーツ
ニュージーランド産（4個入・1パック）ニュージーランド産（4個入・1パック）

480円
（税抜）

（税込価格518.40円）

まいたけ
ホクト 他（1袋）ホクト 他（1袋）

168円
（税抜）

（税込価格181.44円）

えのき
新潟県産（1袋）新潟県産（1袋）

88円
（税抜）

（税込価格95.04円）

どべら
南佐渡産さつまいも使用（720㎖・1本）南佐渡産さつまいも使用（720㎖・1本）

1,380円（税抜）
（税込価格1518.00円）

淡麗生淡麗生淡麗生淡麗生淡麗生

748円（税抜）
キリン（350㎖×6）キリン 350㎖×6

キリン（500㎖×6）キリン 500㎖×6

998円（税抜）
（税込価格822.80円）

（税込価格1097.80円）

スタイルフリーパーフェクトスタイルフリーパーフェクトスタイルフリーパーフェクトスタイルフリーパーフェクトスタイルフリーパーフェクト

748円（税抜）
アサヒ（350㎖×6）アサヒ 350㎖×6

アサヒ（500㎖×6）アサヒ 500㎖×6

998円（税抜）
（税込価格767.80円）

（税込価格1080.20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）

（もも、ねぎ間、皮）（もも、ねぎ間、皮）

（税込価格429.84円）

100円（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（4個入・1コ）QBB（4個入・1コ）

（税込価格108.00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）
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）
128円（税抜）
身欠ニシンソフト身欠ニシンソフト身欠ニシンソフト
アメリカ産（100ｇ）アメリカ産（100ｇ）アメリカ産（100ｇ）

身欠ニシンソフト身欠ニシンソフト
アメリカ産（100ｇ）アメリカ産（100ｇ）

（税込価格138.24円）
75円（税抜）
若鶏手羽元・手羽先若鶏手羽元・手羽先若鶏手羽元・手羽先
国内産解凍（100ｇ）国内産解凍（100ｇ）国内産解凍（100ｇ）

若鶏手羽元・手羽先若鶏手羽元・手羽先
国内産解凍（100ｇ）国内産解凍（100ｇ）

（税込価格81.00円）
75円（税抜）
若鶏唐揚用若鶏唐揚用若鶏唐揚用
ブラジル産解凍（100ｇ）ブラジル産解凍（100ｇ）ブラジル産解凍（100ｇ）

若鶏唐揚用若鶏唐揚用
ブラジル産解凍（100ｇ）ブラジル産解凍（100ｇ）

（税込価格81.00円）

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）
178円（税抜）
白菜白菜
長野県産他（¼カット）長野県産他（¼カット）

（税込価格192.24円）
158円（税抜）
ニラニラ
山形県産（1袋）山形県産（1袋）

（税込価格170.64円）
198円（税抜）
人参人参
北海道産（1袋）北海道産（1袋）

（税込価格213.84円）
98円（税抜）
4種の野菜たっぷり焼売4種の野菜たっぷり焼売
楽陽（1パック）楽陽（1パック）

（税込価格105.84円）
100円（税抜）
オレンジ100％ジュース
アップル100％ジュース
オレンジ100％ジュース
アップル100％ジュース

近藤乳業（各1000㎖・1本）近藤乳業（各1000㎖・1本）

（税込価格108.00円）
238円各

（税抜）

金のごまだれカロリーハーフ
金のごまだれ焙煎荒挽
金のごまだれカロリーハーフ
金のごまだれ焙煎荒挽

ミツカン（各250㎖・1本）ミツカン（各250㎖・1本）

（税込価格257.04円）
108円（税抜）
釜あげうどん釜あげうどん
イリサワ（3食入・1袋）イリサワ（3食入・1袋）

（税込価格116.64円）
98円（税抜）
焼豚チャーハンの素
五目チャーハンの素
焼豚チャーハンの素
五目チャーハンの素

永谷園（各3パック入・1袋）永谷園（各3パック入・1袋）

（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

98円（税抜）
金時豆
昆布豆
黒花豆

金時豆
昆布豆
黒花豆

金時豆
昆布豆
黒花豆

金時豆
昆布豆
黒花豆

金時豆
昆布豆
黒花豆

（100ｇ）100ｇ

（税込価格105.84円）

168円（税抜）
野菜の美味しさ野菜揚げ野菜の美味しさ野菜揚げ
堀川（1パック）堀川（1パック）

（税込価格181.44円）
168円（税抜）
そのまま美味しいさつま揚げそのまま美味しいさつま揚げ
堀川（1パック）堀川（1パック）

（税込価格181.44円）

10月13 水
日 16土

日 4日間のお買得品～
10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。

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

限定クーポン！
10月17日

日

キリトリ

商品はたっぷりご用意し
ておりますが、売り切れの
際はご容赦下さいませ。
このクーポンを切り取り、
会計時にレジ係にご提示
くださいませ。

＊他のクーポン・割引券との併用
　はできません。

98円（税抜）
こくまろカレー
（中辛）

ハウス（1箱）ハウス（1箱）

（クーポン1枚につき1点限り）（クーポン1枚につき1点限り）

（税込価格105.84円）

＊他のクーポン・割引券との併用
　はできません。

98円（税抜）
こくまろカレー
（中辛）

ハウス（1箱）ハウス（1箱）

（クーポン1枚につき1点限り）（クーポン1枚につき1点限り）

（税込価格105.84円）
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羽茂産（1束）

長ネギ 128円（税抜）
（税込価格138.24円）

群馬、長野県産（1玉）

キャベツ 248円（税抜）
（税込価格267.84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）

小松菜  158円（税抜）
（税込価格170.64円）

新潟県産他（1袋）

きゅうり 158円（税抜）
（税込価格170.64円）

北海道、新潟県産（1本）

大根 198円（税抜）
（税込価格213.84円）

ブロッコリー
北海道、長野県産（1コ）

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）

138円
（税抜）

（税込価格149.04円）

ヤマザキ（3本入・1パック）

串だんご（たれ、あん）
88円（税抜）
（税込価格95.04円）

お刺身盛り合わせ
当店特製（1パック）

398円（税抜）
（税込価格429.84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（税抜）

ジョージア缶コーヒー

1,580円
（税抜）

（税込価格1706.40円）

コカ・コーラ（30本入・1箱）

（エメラルドマウンテン、グラン微糖、ディープブラック）

若鶏ムネ肉
国内産（100ｇ）

58円
（税抜）

（税込価格62.64円）

380円
（税抜）

たこやき
（10コ）

（税込価格410.40円）

230円
（税抜）

お好み焼
（1枚）

（税込価格248.40円）

タコボウシ
北海道産（100ｇ）

248円（税抜）
（税込価格267.84円）

298円
（税抜）

若鶏香り揚
（5コ）

（税込価格321.84円）

国内産（100ｇ）

豚モモしゃぶしゃぶ用

148円
（税抜）

（税込価格159.84 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）

円
（税込価格257.04円）

238（税抜）

マルダイ（750ｇ・1パック）

花くらべ

吉野家キムチ

198円（税抜）
（税込価格213.84円）

備後漬物（1コ）

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）

カレイ唐揚
（1枚）

150円
（税抜）

（税込価格162.00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）

豚肩ロース焼肉用
国内産（100ｇ）

（税込価格203.04 円）
188円

（税抜）

サッポロ一番

298円
（税抜）

（税込価格321.84円）

サンヨー食品（5食入・1袋）

（みそラーメン、塩ラーメン、しょうゆ味）

198セール！
円均一

（税込価格213.84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）

ネギトロ
太平洋産（1パック）

350円（税抜）
（税込価格378.00円）

60円
（税抜）

ジャンボ餃子
（1コ）

（税込価格64.80円）

128円
（税抜）

若鶏レバーやわらか煮
（100ｇ）

（税込価格138.24円）

豚バラすき焼き用
国内産（280ｇ・1パック）

（税込価格518.40円）
480円

（税抜）

味の素（400ｇ・1本）

ピュアセレクトマヨネーズ

（税込価格170.64円）
158円（税抜）

はごろも（各3缶・1パック）

シーチキンマイルド
シーチキンLフレーク

（税込価格321.84円）
298円（税抜）

ベビーホタテ
北海道産（100ｇ）

178円
（税抜）

（税込価格192.24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10 10

1010

16

13 15

14

惣菜コーナー

お一人様
2パック限り

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）

ネギトロ
太平洋産（1パック）

350円（税抜）
（税込価格378.00円）

タコボウシ
北海道産（100ｇ）

248円（税抜）
（税込価格267.84円）

ベビーホタテ
北海道産（100ｇ）

178円
（税抜）

（税込価格192.24円）

新潟県産他（1袋）

きゅうり 158円（税抜）
（税込価格170.64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）

ヤマザキ（3本入・1パック）

串だんご（たれ、あん）
88円（税抜）
（税込価格95.04円）

ブロッコリー
北海道、長野県産（1コ）

298円（税抜）
（税込価格321.84円）

60円
（税抜）

ジャンボ餃子
（1コ）

（税込価格64.80円）
惣菜コーナー

128円
（税抜）

若鶏レバーやわらか煮
（100ｇ）

（税込価格138.24円）

惣菜コーナー

298円
（税抜）

若鶏香り揚
（5コ）

（税込価格321.84円）

惣菜コーナー

カレイ唐揚
（1枚）

150円
（税抜）

（税込価格162.00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）

小松菜  158円（税抜）
（税込価格170.64円）

国内産（100ｇ）

豚モモしゃぶしゃぶ用

148円
（税抜）

（税込価格159.84 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）

298円
（税抜）

（税込価格321.84円）

円
（税込価格257.04円）

238（税抜）

マルダイ（750ｇ・1パック）

花くらべ

お刺身盛り合わせ
当店特製（1パック）

398円（税抜）
（税込価格429.84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（税抜）

ジョージア缶コーヒー

1,580円
（税抜）

（税込価格1706.40円）

コカ・コーラ（30本入・1箱）

（エメラルドマウンテン、グラン微糖、ディープブラック）

若鶏ムネ肉
国内産（100ｇ）

58円
（税抜）

（税込価格62.64円）

北海道、新潟県産（1本）

大根 198円（税抜）
（税込価格213.84円）

羽茂産（1束）

長ネギ 128円（税抜）
（税込価格138.24円）

群馬、長野県産（1玉）

キャベツ 248円（税抜）
（税込価格267.84円）

豚バラすき焼き用
国内産（280ｇ・1パック）

（税込価格518.40円）
480円

（税抜）

豚肩ロース焼肉用
国内産（100ｇ）

（税込価格203.04 円）
188円

（税抜）

吉野家キムチ

198円（税抜）
（税込価格213.84円）

備後漬物（1コ）

お一人様
各2パック
限り

お一人様
3種類のうち
1箱

380円
（税抜）

たこやき
（10コ）

（税込価格410.40円）

惣菜コーナー

230円
（税抜）

お好み焼
（1枚）

（税込価格248.40円）

惣菜コーナー
サッポロ一番

298円
（税抜）

（税込価格321.84円）

サンヨー食品（5食入・1袋）

（みそラーメン、塩ラーメン、しょうゆ味）

お一人様
2袋限り

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

味の素（400ｇ・1本）

ピュアセレクトマヨネーズ

（税込価格170.64円）
158円（税抜）お一人様

2本限り

はごろも（各3缶・1パック）

シーチキンマイルド
シーチキンLフレーク

（税込価格321.84円）
298円（税抜）

国産野菜入り鶏つくね串（照焼）
ケイエス（1袋）

おかず三昧  5種野菜入りコロッケ
トロナ（1袋）

6種野菜とパスタのバターソテー
ニップン（1袋）

冷凍食品

国産野菜入り鶏つくね串（照焼）
ケイエス（1袋）

おかず三昧  5種野菜入りコロッケ
トロナ（1袋）

6種野菜とパスタのバターソテー
ニップン（1袋）

冷凍食品

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）

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）

佐渡牛乳
佐渡乳業（1ℓ・1本） 208円

（税抜）

（税込価格224.64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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