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398円（税抜）
リラリラ
ワイン（720㎖・1本）ワイン（720㎖・1本）

（税込価格437.80円）

178円（税抜）
味ぽん
ミツカン（360㎖・1本）ミツカン（360㎖・1本）

（税込価格192.24円）398円（税抜）
冷凍ナガモ冷凍ナガモ
佐渡産（200ｇ・1コ）佐渡産（200ｇ・1コ）

（税込価格429.84円）

68円（税抜）
若鶏手羽元若鶏手羽元若鶏手羽元
国内産解凍（100ｇ）国内産解凍（100ｇ）国内産解凍（100ｇ）

若鶏手羽元若鶏手羽元
国内産解凍（100ｇ）国内産解凍（100ｇ）

（税込価格73.44円）
398円（税抜）
豚バラ焼肉用味付
（各種）
豚バラ焼肉用味付
（各種）
豚バラ焼肉用味付
（各種）

国内産（250ｇ・1パック）国内産（250ｇ・1パック）国内産（250ｇ・1パック）

豚バラ焼肉用味付
（各種）
豚バラ焼肉用味付
（各種）

国内産（250ｇ・1パック）国内産（250ｇ・1パック）

（税込価格429.84円）
398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（250ｇ・1パック）国内産（250ｇ・1パック）国内産（250ｇ・1パック）

豚モモカレー用豚モモカレー用
国内産（250ｇ・1パック）国内産（250ｇ・1パック）

（税込価格429.84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）

やわらか仕立てミニハンバーグ
伊藤ハム（300ｇ・1袋）伊藤ハム（300ｇ・1袋）

268円
（税抜）

（税込価格289.44円）

168円（税抜）
煮物の具
（大根・ひじきと春雨）（大根・ひじきと春雨）

魚の屋（80ｇ・各1袋）魚の屋（80ｇ・各1袋）

（税込価格181.44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）

138円（税抜）
洗ごぼう
新潟県産（1本）新潟県産（1本）

（税込価格149.04円） 128円（税抜）
袋しょうが
高知県産（1袋）高知県産（1袋）

（税込価格138.24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）

ミネオラ
アメリカ産（6コ・1袋）アメリカ産（6コ・1袋）

480円
（税抜）

（税込価格518.40円）

298円（税抜）
花束トイレットロール
（シングル、ダブル）（シングル、ダブル）

丸富製紙（12ロール・各1袋）丸富製紙（12ロール・各1袋）

（税込価格327.80円）

248円（税抜）
乳酸菌飲料BIGマイルド
クロレラ（100㎖×7本・1袋）クロレラ（100㎖×7本・1袋）

（税込価格267.84円）

168円（税抜）
マルちゃん焼そば
東洋水産（3食入り・1袋）東洋水産（3食入り・1袋）

（税込価格181.44円）

180円（税抜）
さけるチーズプレーン
雪印メグミルク（25ｇ×2・1コ）雪印メグミルク（25ｇ×2・1コ）

（税込価格194.40円）

198円（税抜）
もぎたてコーン
いなば食品（150ｇ×3）いなば食品（150ｇ×3）

（税込価格213.84円）

78円（税抜）
パパっとふりかけ各種
はごろも（各1袋）はごろも（各1袋）

（税込価格84.24円）

78円（税抜）
キャラメルコーン
東ハト（各1袋）東ハト（各1袋）

（税込価格84.24円）

138円（税抜）
こんにゃく畑ゼリー
マンナンライフ（各1袋）マンナンライフ（各1袋）

（税込価格149.04円）

108円（税抜）
ポリエチレンラップ
エーコープ（30㎝×50ⅿ・1本）エーコープ（30㎝×50ⅿ・1本）

（税込価格118.80円）

98円（税抜）
白鳥蔵パック白鳥蔵パック
越後桜（180㎖・1本）越後桜（180㎖・1本）

（税込価格107.80円）

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

（税込価格528.00円）

1,580円（税抜）
大五郎大五郎
アサヒ（2.7ℓ・1本）アサヒ（2.7ℓ・1本）

（税込価格1,738.00円）

258円（税抜）
杏仁豆腐
マンゴープリン

アイエーフーズ（1パック）アイエーフーズ（1パック）

（税込価格278.64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

明治（400ｇ・1コ）明治（400ｇ・1コ）

（税込価格149.04円）
148円（税抜）
まがりせん
ぽたぽた焼

亀田（各1袋）亀田（各1袋）

（税込価格159.84円）

128円（税抜）
中華くらげ中華くらげ
タイ産（100ｇ）タイ産（100ｇ）

（税込価格138.24円）

金麦糖質75％オフ金麦糖質75％オフ金麦糖質75％オフ金麦糖質75％オフ金麦糖質75％オフ

698円（税抜）
サントリー（350㎖×6缶）サントリー

サントリー（500㎖×6缶）サントリー

982円（税抜）
（税込価格767.80円）

（税込価格1,080.20円）

金麦ゴールド・ラガー金麦ゴールド・ラガー金麦ゴールド・ラガー金麦ゴールド・ラガー金麦ゴールド・ラガー

698円（税抜）
サントリー（350㎖×6缶）サントリー

サントリー（500㎖×6缶）サントリー

982円（税抜）
（税込価格767.80円）

（税込価格1,080.20円）

450円（税抜）
ずっしり昆布ずっしり昆布ずっしり昆布ずっしり昆布ずっしり昆布

（各1本）各1本

（鮭、にしん）（鮭、にしん）

（税込価格486.00円）

178円（税抜）
マルコメ君
（こし、こうじ、合わせ）（こし、こうじ、合わせ）

マルコメ（650ｇ・1コ）マルコメ（650ｇ・1コ）

（税込価格192.24円）

98円（税抜）
エクセラボトルコーヒー
（甘さ控えめ・無糖）（甘さ控えめ・無糖）

ネスレ（900㎖・1本）ネスレ（900㎖・1本）

（税込価格105.84円）

福神漬
（1袋）1袋

（カレー・特級）（カレー・特級）

128円
（税抜）

（税込価格138.24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（3枚入り・1パック）ノルウェー産（3枚入り・1パック）ノルウェー産（3枚入り・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枚入り・1パック）ノルウェー産（3枚入り・1パック）

（税込価格 321.84円）
268円（税抜）
タラコ・明太子タラコ・明太子タラコ・明太子
アメリカ産（100ｇ）アメリカ産（100ｇ）アメリカ産（100ｇ）

タラコ・明太子タラコ・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）
油揚油揚
マック（5枚入り・1袋）マック（5枚入り・1袋）

（税込価格105.84円）
480円（税抜）
ブレンディエスプレッソ袋ブレンディエスプレッソ袋
AGF（160ｇ・1袋）AGF（160ｇ・1袋）

（税込価格518.40円）

198円（税抜）
豚肩ロースカツ用豚肩ロースカツ用豚肩ロースカツ用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

豚肩ロースカツ用豚肩ロースカツ用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格213.84円）
148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159.84円）
98円（税抜）
身欠ニシンカット身欠ニシンカット身欠ニシンカット
アメリカ産（100ｇ）アメリカ産（100ｇ）アメリカ産（100ｇ）

身欠ニシンカット身欠ニシンカット
アメリカ産（100ｇ）アメリカ産（100ｇ）

（税込価格105.84円）

168円（税抜）
野菜の美味しさ野菜揚
そのまま美味しいさつま揚げ
野菜の美味しさ野菜揚
そのまま美味しいさつま揚げ

堀川（4枚入り・1パック）堀川（4枚入り・1パック）

（税込価格181.44円）
108円（税抜）
R-1ドリンク
R-1ドリンク低糖質カロリー
R-1ドリンク
R-1ドリンク低糖質カロリー

明治（112㎖・各1本）明治（112㎖・各1本）

（税込価格116.64円）
278円（税抜）
シーチキンsmileシーチキンsmile
はごろも（60ｇ×3パック）はごろも（60ｇ×3パック）

（Lフレーク・マイルド・水煮）（Lフレーク・マイルド・水煮）

（税込価格300.24 円）

198円（税抜）
豚肩ロースカツ用豚肩ロースカツ用豚肩ロースカツ用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

豚肩ロースカツ用豚肩ロースカツ用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格213.84円）
398円（税抜）
豚バラ焼肉用味付
（各種）
豚バラ焼肉用味付
（各種）
豚バラ焼肉用味付
（各種）

国内産（250ｇ・1パック）国内産（250ｇ・1パック）国内産（250ｇ・1パック）

豚バラ焼肉用味付
（各種）
豚バラ焼肉用味付
（各種）

国内産（250ｇ・1パック）国内産（250ｇ・1パック）

（税込価格429.84円）
68円（税抜）
若鶏手羽元若鶏手羽元若鶏手羽元
国内産解凍（100ｇ）国内産解凍（100ｇ）国内産解凍（100ｇ）

若鶏手羽元若鶏手羽元
国内産解凍（100ｇ）国内産解凍（100ｇ）

（税込価格73.44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（3枚入り・1パック）ノルウェー産（3枚入り・1パック）ノルウェー産（3枚入り・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枚入り・1パック）ノルウェー産（3枚入り・1パック）

（税込価格 321.84円）
268円（税抜）
タラコ・明太子タラコ・明太子タラコ・明太子
アメリカ産（100ｇ）アメリカ産（100ｇ）アメリカ産（100ｇ）

タラコ・明太子タラコ・明太子
アメリカ産（100ｇ）アメリカ産（100ｇ）

（税込価格289.44円）
148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159.84円）
398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（250ｇ・1パック）国内産（250ｇ・1パック）国内産（250ｇ・1パック）

豚モモカレー用豚モモカレー用
国内産（250ｇ・1パック）国内産（250ｇ・1パック）

（税込価格429.84円）
98円（税抜）
身欠ニシンカット身欠ニシンカット身欠ニシンカット
アメリカ産（100ｇ）アメリカ産（100ｇ）アメリカ産（100ｇ）

身欠ニシンカット身欠ニシンカット
アメリカ産（100ｇ）アメリカ産（100ｇ）

（税込価格105.84円）

168円（税抜）
野菜の美味しさ野菜揚
そのまま美味しいさつま揚げ
野菜の美味しさ野菜揚
そのまま美味しいさつま揚げ

堀川（4枚入り・1パック）堀川（4枚入り・1パック）

（税込価格181.44円）
108円（税抜）
R-1ドリンク
R-1ドリンク低糖質カロリー
R-1ドリンク
R-1ドリンク低糖質カロリー

明治（112㎖・各1本）明治（112㎖・各1本）

（税込価格116.64円）
98円（税抜）
油揚油揚
マック（5枚入り・1袋）マック（5枚入り・1袋）

（税込価格105.84円）
480円（税抜）
ブレンディエスプレッソ袋ブレンディエスプレッソ袋
AGF（160ｇ・1袋）AGF（160ｇ・1袋）

（税込価格518.40円）
278円（税抜）
シーチキンsmileシーチキンsmile
はごろも（60ｇ×3パック）はごろも（60ｇ×3パック）

（Lフレーク・マイルド・水煮）（Lフレーク・マイルド・水煮）

（税込価格300.24 円）

168円（税抜）
マルちゃん焼そば
東洋水産（3食入り・1袋）東洋水産（3食入り・1袋）

（税込価格181.44円）

180円（税抜）
さけるチーズプレーン
雪印メグミルク（25ｇ×2・1コ）雪印メグミルク（25ｇ×2・1コ）

（税込価格194.40円）

248円（税抜）
乳酸菌飲料BIGマイルド
クロレラ（100㎖×7本・1袋）クロレラ（100㎖×7本・1袋）

（税込価格267.84円） 178円（税抜）
味ぽん
ミツカン（360㎖・1本）ミツカン（360㎖・1本）

（税込価格192.24円）

198円（税抜）
もぎたてコーン
いなば食品（150ｇ×3）いなば食品（150ｇ×3）

（税込価格213.84円）

78円（税抜）
パパっとふりかけ各種
はごろも（各1袋）はごろも（各1袋）

（税込価格84.24円）

78円（税抜）
キャラメルコーン
東ハト（各1袋）東ハト（各1袋）

（税込価格84.24円）

138円（税抜）
こんにゃく畑ゼリー
マンナンライフ（各1袋）マンナンライフ（各1袋）

（税込価格149.04円）

108円（税抜）
ポリエチレンラップ
エーコープ（30㎝×50ⅿ・1本）エーコープ（30㎝×50ⅿ・1本）

（税込価格118.80円）

98円（税抜）
白鳥蔵パック白鳥蔵パック
越後桜（180㎖・1本）越後桜（180㎖・1本）

（税込価格107.80円）

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

（税込価格528.00円）

1,580円（税抜）
大五郎大五郎
アサヒ（2.7ℓ・1本）アサヒ（2.7ℓ・1本）

（税込価格1,738.00円）
398円（税抜）
リラリラ
ワイン（720㎖・1本）ワイン（720㎖・1本）

（税込価格437.80円）

258円（税抜）
杏仁豆腐
マンゴープリン

アイエーフーズ（1パック）アイエーフーズ（1パック）

（税込価格278.64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

明治（400ｇ・1コ）明治（400ｇ・1コ）

（税込価格149.04円）
148円（税抜）
まがりせん
ぽたぽた焼

亀田（各1袋）亀田（各1袋）

（税込価格159.84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）

138円（税抜）
洗ごぼう
新潟県産（1本）新潟県産（1本）

（税込価格149.04円） 128円（税抜）
袋しょうが
高知県産（1袋）高知県産（1袋）

（税込価格138.24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）

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）

128円（税抜）
中華くらげ中華くらげ
タイ産（100ｇ）タイ産（100ｇ）

（税込価格138.24円）

398円（税抜）
冷凍ナガモ冷凍ナガモ
佐渡産（200ｇ・1コ）佐渡産（200ｇ・1コ）

（税込価格429.84円）

ミネオラ
アメリカ産（6コ・1袋）アメリカ産（6コ・1袋）

480円
（税抜）

（税込価格518.40円）

やわらか仕立てミニハンバーグ
伊藤ハム（300ｇ・1袋）伊藤ハム（300ｇ・1袋）

268円
（税抜）

（税込価格289.44円）

金麦糖質75％オフ金麦糖質75％オフ金麦糖質75％オフ金麦糖質75％オフ金麦糖質75％オフ

698円（税抜）
サントリー（350㎖×6缶）サントリー

サントリー（500㎖×6缶）サントリー

982円（税抜）
（税込価格767.80円）

（税込価格1,080.20円）

金麦ゴールド・ラガー金麦ゴールド・ラガー金麦ゴールド・ラガー金麦ゴールド・ラガー金麦ゴールド・ラガー

698円（税抜）
サントリー（350㎖×6缶）サントリー

サントリー（500㎖×6缶）サントリー

982円（税抜）
（税込価格767.80円）

（税込価格1,080.20円）

惣菜コーナー

450円（税抜）
ずっしり昆布ずっしり昆布ずっしり昆布ずっしり昆布ずっしり昆布

（各1本）各1本

（鮭、にしん）（鮭、にしん）

（税込価格486.00円）

178円（税抜）
マルコメ君
（こし、こうじ、合わせ）（こし、こうじ、合わせ）

マルコメ（650ｇ・1コ）マルコメ（650ｇ・1コ）

（税込価格192.24円）

168円（税抜）
煮物の具
（大根・ひじきと春雨）（大根・ひじきと春雨）

魚の屋（80ｇ・各1袋）魚の屋（80ｇ・各1袋）

（税込価格181.44円）

98円（税抜）
エクセラボトルコーヒー
（甘さ控えめ・無糖）（甘さ控えめ・無糖）

ネスレ（900㎖・1本）ネスレ（900㎖・1本）

（税込価格105.84円）

298円（税抜）
花束トイレットロール
（シングル、ダブル）（シングル、ダブル）

丸富製紙（12ロール・各1袋）丸富製紙（12ロール・各1袋）

（税込価格327.80円）

惣菜コーナー

福神漬
（1袋）1袋

（カレー・特級）（カレー・特級）

128円
（税抜）

（税込価格138.24円）

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。

4月 5月

28 1水
日

土
日～

水 土4月 5月28 1日 日 4日間のお買得品～

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。

胃
袋
胃
袋

お知らせ

アスパラの季節がやっ
てきた！地元羽茂のア
スパラを召し上がって
下さい！

アスパラは疲労回復効
果があると言われてい
ます。農作業で疲れた
体にも、もってこい！

お好みですが、すこし
固めにゆでると、歯ご
たえもあり、美味しく召
し上がれ
ます。



長ネギ
羽茂産（1束）

128円（税抜）
（税込価格138.24円）

国内産（100ｇ）

豚肩ローススライス

188円
（税抜）

（税込価格203.04円）

シメサバ
ノルウェー産（1パック）

298円（税抜）
（税込価格321.84円）

お刺身サーモン
チリ（100ｇ・1パック）

398円（税抜）
（税込価格429.84円）

トマト
栃木県産他（2コ・1パック）

178円（税抜）
（税込価格192.24円）

キャベツ
神奈川県産他（1玉）

178円（税抜）
（税込価格192.24円）

フィリピン産（1袋）

甘熟王 258円（税抜）
（税込価格278.64円）宮崎・高知県産（1袋）

ピーマン 98円（税抜）
（税込価格105.84円）

佐賀県産（100ｇ）

新玉ねぎ 28円（税抜）
（税込価格30.24円）

鹿児島県産（1袋）

新じゃがいも358円（税抜）
（税込価格386.64円）

たまご
新潟県産（10コ・1パック）

158円
（税抜）

（税込価格170.64円）

豚バラしゃぶしゃぶ用
国内産（100ｇ・1パック）

168円
（税抜）

（税込価格181.44円）

楽陽（1パック）

20粒ギョーザ168円（税抜）
（税込価格181.44円）

ヤマザキ（各1袋）

（5枚、6枚）
スイートブレッド108円（税抜）

（税込価格116.64円）

五目釜飯の素
丸美屋（147ｇ・1コ）

とり釜飯の素
丸美屋（134ｇ・1コ）

178円
（税抜）

（税込価格192.24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・1パック）

58円
（税抜）

（税込価格62.64円）お刺身盛り合わせ
当店特製（1パック）

480円
（税抜）

（税込価格518.40円）

サンドイッチ
（1コ）

180円
（税抜）

（税込価格194.40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）

98円（税抜）
（税込価格105.84円）

バニラヨーグルト
ルナ（100ｇ×3・1パック）

178円（税抜）
（税込価格192.24円）

ガブうまハムカツ
（1枚）

100円（税抜）
（税込価格108.00円）

イカスティック唐揚
（100ｇ）

198円（税抜）
（税込価格213.84円）

東洋水産（96ｇ・1コ）

赤いきつね
東洋水産（101ｇ・1コ）

緑のたぬき

（税込価格105.84円）
98円

（税抜）

茶わん蒸し
みやけ（各1パック）

（えび・かに・まつたけ）
88円各

（税抜）

（税込価格95.04円）

ベビーホタテ（生食用）
北海道（100ｇ）

178円（税抜）
（税込価格192.24円）

切身カレイ焼魚
アメリカ（3枚・1パック）

298円（税抜）
（税込価格321.84円）

焼き肉のたれ
エバラ（300ｇ・1本）

（甘口・辛口・醤油）

158円
（税抜）

（税込価格170.64円）

むかしコロッケ
（5枚・1パック）

（むかし・野菜・ハニーコーン）

198円
（税抜）

（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）

焼豆腐
かごや（1パック）

98円（税抜）
（税込価格105.84円）

豚ロース切落し
国内産（100g）

198円
（税抜）

（税込価格213.84円）

タコぶつ切り
北海道産（100ｇ・1パック）

178円（税抜）
（税込価格192.24円）

カツオたたき
静岡県産（100ｇ・1パック）

148円（税抜）
（税込価格159.84円）

180円
（税抜）

かつ煮（たまごとじ）
（1パック）

（税込価格194.40円）

日清（1500ｇ・1本）

サラダ油
298円

（税抜）

（税込価格321.84円）
日本製粉（700ｇ・1袋）

オーマイ 天ぷら粉

198円
（税抜）

（税込価格213.84円）

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） 45円
（税抜）

（税込価格48.60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）

豚小間切肉

※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）

豚小間切肉
国内産（100g）

水

限
り

　土
限
り

木

限
り

金

惣菜コーナー

惣菜コーナー

惣菜コーナー

4 4

54

1

28 30

29

惣菜コーナー

お一人様
2袋限り

お一人様
6コ限り

お一人様
2パック限り

豚バラしゃぶしゃぶ用
国内産（100ｇ・1パック）

168円
（税抜）

（税込価格181.44円）

もめん豆腐
かごや（1パック）

68円（税抜）
（税込価格73.44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）

98円（税抜）
（税込価格105.84円）

バニラヨーグルト
ルナ（100ｇ×3・1パック）

178円（税抜）
（税込価格192.24円）

焼豆腐
かごや（1パック）

98円（税抜）
（税込価格105.84円）

豚ロース切落し
国内産（100g）

198円
（税抜）

（税込価格213.84円）

お一人様
2本限り

タコぶつ切り
北海道産（100ｇ・1パック）

178円（税抜）
（税込価格192.24円）

カツオたたき
静岡県産（100ｇ・1パック）

148円（税抜）
（税込価格159.84円）

茶わん蒸し
みやけ（各1パック）

（えび・かに・まつたけ）
88円各

（税抜）

（税込価格95.04円）

ベビーホタテ（生食用）
北海道（100ｇ）

178円（税抜）
（税込価格192.24円）

切身カレイ焼魚
アメリカ（3枚・1パック）

298円（税抜）
（税込価格321.84円）

佐賀県産（100ｇ）

新玉ねぎ 28円（税抜）
（税込価格30.24円）

鹿児島県産（1袋）

新じゃがいも358円（税抜）
（税込価格386.64円）

楽陽（1パック）

20粒ギョーザ168円（税抜）
（税込価格181.44円）

ヤマザキ（各1袋）

（5枚、6枚）
スイートブレッド108円（税抜）

（税込価格116.64円）

たまご
新潟県産（10コ・1パック）

158円
（税抜）

（税込価格170.64円）

長ネギ
羽茂産（1束）

128円（税抜）
（税込価格138.24円）180円

（税抜）

かつ煮（たまごとじ）
（1パック）

（税込価格194.40円）

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） 45円
（税抜）

（税込価格48.60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）

数量
限定 ガブうまハムカツ

（1枚）

100円（税抜）
（税込価格108.00円）惣菜コーナー

イカスティック唐揚
（100ｇ）

198円（税抜）
（税込価格213.84円）

フィリピン産（1袋）

甘熟王 258円（税抜）
（税込価格278.64円）宮崎・高知県産（1袋）

ピーマン 98円（税抜）
（税込価格105.84円）

国内産（100ｇ）

豚肩ローススライス

188円
（税抜）

（税込価格203.04円）

お一人様
2本限り

焼き肉のたれ
エバラ（300ｇ・1本）

（甘口・辛口・醤油）

158円
（税抜）

（税込価格170.64円）

お一人様
2箱限り

五目釜飯の素
丸美屋（147ｇ・1コ）

とり釜飯の素
丸美屋（134ｇ・1コ）

178円
（税抜）

（税込価格192.24円）

ネギトロ
太平洋産（1パック）

350円
（税抜）

（税込価格378.00円）

トマト
栃木県産他（2コ・1パック）

178円（税抜）
（税込価格192.24円）

キャベツ
神奈川県産他（1玉）

178円（税抜）
（税込価格192.24円）

若鶏ムネ肉
国内産（100ｇ・1パック）

58円
（税抜）

（税込価格62.64円）お刺身盛り合わせ
当店特製（1パック）

480円
（税抜）

（税込価格518.40円）

サンドイッチ
（1コ）

180円
（税抜）

（税込価格194.40円）

シメサバ
ノルウェー産（1パック）

298円（税抜）
（税込価格321.84円）

お刺身サーモン
チリ（100ｇ・1パック）

398円（税抜）
（税込価格429.84円）

むかしコロッケ
（5枚・1パック）

（むかし・野菜・ハニーコーン）

198円
（税抜）

（税込価格213.84円）

東洋水産（96ｇ・1コ）

赤いきつね
東洋水産（101ｇ・1コ）

緑のたぬき

（税込価格105.84円）
98円

（税抜）

日清（1500ｇ・1本）

サラダ油
298円

（税抜）

（税込価格321.84円）
日本製粉（700ｇ・1袋）

オーマイ 天ぷら粉

198円
（税抜）

（税込価格213.84円）

冷凍食品

全品3割引

冷凍食品

全品3割引
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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