
27水
日28木

日だけのお買得品 29金
日30土

日だけのお買得品

袋袋
胃胃 麻婆春雨

永谷園（各1袋）永谷園（各1袋）

（甘口、中辛、辛口）（甘口、中辛、辛口）

218円各
（税抜）

（税込価格235.44円）

258円各
（税抜）

杏仁豆腐
マンゴープリン
杏仁豆腐
マンゴープリン

アイエーフーズ（各1パック）アイエーフーズ（各1パック）

（税込価格278.64円）

268円（税抜）
うずら卵を包んだ肉だんごうずら卵を包んだ肉だんご
日本ハム（210ｇ・1パック）日本ハム（210ｇ・1パック）

（税込価格289.44円）

118円（税抜）
ニラニラ
高知県産（1袋）高知県産（1袋）

（税込価格127.44円）
138円（税抜）
しめじしめじ
ホクト（1袋）ホクト（1袋）

（税込価格149.04円）
158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170.64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）

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）

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）

198円（税抜）
人参
徳島県産（1袋）徳島県産（1袋）

（税込価格213.84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）
480円（税抜）
レッドグローブ
チリ産（1パック）チリ産（1パック）

（税込価格518.40円）

越後姫
佐渡産（1パック）佐渡産（1パック）

498円
（税抜）

（税込価格537.84円）

278円（税抜）
無添加歳月無添加歳月
マルダイ味噌（750g・1コ）マルダイ味噌（750g・1コ）

（税込価格300.24円）

88円（税抜）
かつおパックかつおパック
かね七（2.5ｇ×8袋・1パック）かね七（2.5ｇ×8袋・1パック）

（税込価格95.04円）

278円（税抜）
てりやき卓上のりてりやき卓上のり
永井海苔（10切72枚入・1パック）永井海苔（10切72枚入・1パック）

（税込価格300.24円）

258円各
（税抜）

黒酢ストレート 各種黒酢ストレート 各種
ミツカン（各1000㎖・1本）ミツカン（各1000㎖・1本）

（税込価格278.64円）

68円各
（税抜）

メロンオレ・サンキストオレンジ
サンキストアップル・グレープミックス
メロンオレ・サンキストオレンジ
サンキストアップル・グレープミックス

森永（各200㎖・1本）森永（各200㎖・1本）

（税込価格73.44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）
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）
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149.04円）
108円（税抜）
若鶏モモカレー用若鶏モモカレー用若鶏モモカレー用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

若鶏モモカレー用若鶏モモカレー用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格116.64円）

258円（税抜）
ごまドレッシングごまドレッシング
桃宝（500㎖・1本）桃宝（500㎖・1本）

（税込価格278.64円）

178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192.24円）
338円（税抜）
燻製屋ウインナー燻製屋ウインナー燻製屋ウインナー
丸大食品（85ｇ×2・1束）丸大食品（85ｇ×2・1束）丸大食品（85ｇ×2・1束）

燻製屋ウインナー燻製屋ウインナー
丸大食品（85ｇ×2・1束）丸大食品（85ｇ×2・1束）

（税込価格365.04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）
たらこ、明太子たらこ、明太子たらこ、明太子
アメリカ産（100ｇ）アメリカ産（100ｇ）アメリカ産（100ｇ）

たらこ、明太子たらこ、明太子
アメリカ産（100ｇ）アメリカ産（100ｇ）

（税込価格300.24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）
168円各

（税抜）

スターバックススターバックス
サントリー（各200㎖・1本）サントリー（各200㎖・1本）

（カフェラッテ、エスプレッソ、クラッシックティー）（カフェラッテ、エスプレッソ、クラッシックティー）

（税込価格181.44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）

塩イカ
両蒲（2枚）両蒲（2枚）

880円
（税抜）

（税込価格950.40円）

188円各
（税抜）

ちくわ
ごぼう巻
あづま揚

ちくわ
ごぼう巻
あづま揚

両蒲（各1パック）両蒲（各1パック）

（税込価格203.04円）

198円各
（税抜）

お茶漬け 各種お茶漬け 各種
永谷園（各1パック）永谷園（各1パック）

（税込価格213.84円） 98円（税抜）
花の友 ワンカップ花の友 ワンカップ
合同酒精（180㎖・1本）合同酒精（180㎖・1本）

（税込価格107.80円）

498円（税抜）
元禄美人元禄美人
合同酒精（1.8ℓ・1本）合同酒精（1.8ℓ・1本）

（税込価格547.80円）

1,180円（税抜）
JINROJINRO
眞露（1.8ℓ・1本）眞露（1.8ℓ・1本）

（税込価格1298.00円）

1,080円（税抜）
岩の原  善（赤）岩の原  善（赤）
岩の原（720㎖・1本）岩の原（720㎖・1本）

（税込価格1188.00円）

198円各
（税抜）

チップスター Lチップスター L
YBC（各1コ）YBC（各1コ）

（税込価格213.84円）
98円各

（税抜）

ハーベストハーベスト
東ハト（各1袋）東ハト（各1袋）

（税込価格105.84円）

258円各
（税抜）

フルーティス
ストレート 各種
フルーティス
ストレート 各種

ミツカン（各1000㎖・1本）ミツカン（各1000㎖・1本）

（税込価格278.64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217.80円）

208円（税抜）
ジョイ 詰替え 各種ジョイ 詰替え 各種
P&G（各440㎖・1本）P&G（各440㎖・1本）

（税込価格228.80円）
88円各

（税抜）

キャラメルコーン  ハニーレモン
キャラメルコーン  ハニーバター
キャラメルコーン  ハニーレモン
キャラメルコーン  ハニーバター

東ハト（各1袋）東ハト（各1袋）

（税込価格95.04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）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）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）

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

（税込価格116.64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）

450円各
（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）

118円（税抜）
福神漬福神漬福神漬福神漬福神漬

（1袋）（1袋）

（カレー・特級）（カレー・特級）

（税込価格127.44 円）268円（税抜）
とろける4種の肉だんごとろける4種の肉だんご
日本ハム（192ｇ・1パック）日本ハム（192ｇ・1パック）

（税込価格289.44 円）

108円（税抜）
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116.64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
（黒板、白板、しらたき）（黒板、白板、しらたき）

ヨコオ（各1パック）ヨコオ（各1パック）

（税込価格84.24円）
108円各

（税抜）

おつまみベビーチーズおつまみベビーチーズ
（ピリ辛ごま油風味、
燻製カマンベール味、
焦がしにんにく＆ねぎ油）

（ピリ辛ごま油風味、
燻製カマンベール味、
焦がしにんにく＆ねぎ油）

QBB（各4個入・1コ）QBB（各4個入・1コ）

（税込価格116.64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）

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）

198円（税抜）
人参
徳島県産（1袋）徳島県産（1袋）

（税込価格213.84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）
480円（税抜）
レッドグローブ
チリ産（1パック）チリ産（1パック）

（税込価格518.40円）

188円各
（税抜）

ちくわ
ごぼう巻
あづま揚

ちくわ
ごぼう巻
あづま揚

両蒲（各1パック）両蒲（各1パック）

（税込価格203.04円）

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

（税込価格116.64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）

越後姫
佐渡産（1パック）佐渡産（1パック）

498円
（税抜）

（税込価格537.84円）

惣菜コーナー

450円各
（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）

惣菜コーナー

118円（税抜）
福神漬福神漬福神漬福神漬福神漬

（1袋）（1袋）

（カレー・特級）（カレー・特級）

（税込価格127.44 円）

268円（税抜）
うずら卵を包んだ肉だんごうずら卵を包んだ肉だんご
日本ハム（210ｇ・1パック）日本ハム（210ｇ・1パック）

（税込価格289.44円）

268円（税抜）
とろける4種の肉だんごとろける4種の肉だんご
日本ハム（192ｇ・1パック）日本ハム（192ｇ・1パック）

（税込価格289.44 円）

278円（税抜）
無添加歳月無添加歳月
マルダイ味噌（750g・1コ）マルダイ味噌（750g・1コ）

（税込価格300.24円）

198円各
（税抜）

お茶漬け 各種お茶漬け 各種
永谷園（各1パック）永谷園（各1パック）

（税込価格213.84円）

88円（税抜）
かつおパックかつおパック
かね七（2.5ｇ×8袋・1パック）かね七（2.5ｇ×8袋・1パック）

（税込価格95.04円）

278円（税抜）
てりやき卓上のりてりやき卓上のり
永井海苔（10切72枚入・1パック）永井海苔（10切72枚入・1パック）

（税込価格300.24円）

258円各
（税抜）

黒酢ストレート 各種黒酢ストレート 各種
ミツカン（各1000㎖・1本）ミツカン（各1000㎖・1本）

（税込価格278.64円）

108円（税抜）
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116.64円）

68円各
（税抜）

メロンオレ・サンキストオレンジ
サンキストアップル・グレープミックス
メロンオレ・サンキストオレンジ
サンキストアップル・グレープミックス

森永（各200㎖・1本）森永（各200㎖・1本）

（税込価格73.44円）

塩イカ
両蒲（2枚）両蒲（2枚）

880円
（税抜）

（税込価格950.40円）

麻婆春雨
永谷園（各1袋）永谷園（各1袋）

（甘口、中辛、辛口）（甘口、中辛、辛口）

218円各
（税抜）

（税込価格235.44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
（黒板、白板、しらたき）（黒板、白板、しらたき）

ヨコオ（各1パック）ヨコオ（各1パック）

（税込価格84.24円）
108円各

（税抜）

おつまみベビーチーズおつまみベビーチーズ
（ピリ辛ごま油風味、
燻製カマンベール味、
焦がしにんにく＆ねぎ油）

（ピリ辛ごま油風味、
燻製カマンベール味、
焦がしにんにく＆ねぎ油）

QBB（各4個入・1コ）QBB（各4個入・1コ）

（税込価格116.64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）
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）
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149.04円）
178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192.24円）
338円（税抜）
燻製屋ウインナー燻製屋ウインナー燻製屋ウインナー
丸大食品（85ｇ×2・1束）丸大食品（85ｇ×2・1束）丸大食品（85ｇ×2・1束）

燻製屋ウインナー燻製屋ウインナー
丸大食品（85ｇ×2・1束）丸大食品（85ｇ×2・1束）

（税込価格365.04円）
108円（税抜）
若鶏モモカレー用若鶏モモカレー用若鶏モモカレー用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

若鶏モモカレー用若鶏モモカレー用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格116.64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）
たらこ、明太子たらこ、明太子たらこ、明太子
アメリカ産（100ｇ）アメリカ産（100ｇ）アメリカ産（100ｇ）

たらこ、明太子たらこ、明太子
アメリカ産（100ｇ）アメリカ産（100ｇ）

（税込価格300.24円）

118円（税抜）
ニラニラ
高知県産（1袋）高知県産（1袋）

（税込価格127.44円）
138円（税抜）
しめじしめじ
ホクト（1袋）ホクト（1袋）

（税込価格149.04円）
158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170.64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）
168円各

（税抜）

スターバックススターバックス
サントリー（各200㎖・1本）サントリー（各200㎖・1本）

（カフェラッテ、エスプレッソ、クラッシックティー）（カフェラッテ、エスプレッソ、クラッシックティー）

（税込価格181.44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）
258円（税抜）
ごまドレッシングごまドレッシング
桃宝（500㎖・1本）桃宝（500㎖・1本）

（税込価格278.64円）
258円各

（税抜）

杏仁豆腐
マンゴープリン
杏仁豆腐
マンゴープリン

アイエーフーズ（各1パック）アイエーフーズ（各1パック）

（税込価格278.64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）

98円（税抜）
花の友 ワンカップ花の友 ワンカップ
合同酒精（180㎖・1本）合同酒精（180㎖・1本）

（税込価格107.80円）

498円（税抜）
元禄美人元禄美人
合同酒精（1.8ℓ・1本）合同酒精（1.8ℓ・1本）

（税込価格547.80円）

1,180円（税抜）
JINROJINRO
眞露（1.8ℓ・1本）眞露（1.8ℓ・1本）

（税込価格1298.00円）

1,080円（税抜）
岩の原  善（赤）岩の原  善（赤）
岩の原（720㎖・1本）岩の原（720㎖・1本）

（税込価格1188.00円）

198円各
（税抜）

チップスター Lチップスター L
YBC（各1コ）YBC（各1コ）

（税込価格213.84円）
98円各

（税抜）

ハーベストハーベスト
東ハト（各1袋）東ハト（各1袋）

（税込価格105.84円）

258円各
（税抜）

フルーティス
ストレート 各種
フルーティス
ストレート 各種

ミツカン（各1000㎖・1本）ミツカン（各1000㎖・1本）

（税込価格278.64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217.80円）

208円（税抜）
ジョイ 詰替え 各種ジョイ 詰替え 各種
P&G（各440㎖・1本）P&G（各440㎖・1本）

（税込価格228.80円）
88円各

（税抜）

キャラメルコーン  ハニーレモン
キャラメルコーン  ハニーバター
キャラメルコーン  ハニーレモン
キャラメルコーン  ハニーバター

東ハト（各1袋）東ハト（各1袋）

（税込価格95.04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）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）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）

この広告の売り出し期間

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。

4月27水
日 30土

日 4日間のお買得品～
4月

27 30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。

お知らせ

お寿司、お刺身、オード
ブルのご予約も承って
おります。
ご注文の際はお早めに。

また、農作業も忙しい
時期です。お弁当やパ
ンなども取り揃えてお
りますので、是非ご利
用ください。

ゴールデンウイーク！
もうすぐ



 
 

 
 

 
 

甘熟王
フィリピン産（1袋）

258円（税抜）
（税込価格278.64円）

ほうれん草
群馬県産他（1袋）

178円（税抜）
（税込価格192.24円）

愛知、静岡県産（1パック）

ミニトマト
198円（税抜）
（税込価格213.84円）神奈川県産他（1玉）

キャベツ
278円（税抜）
（税込価格300.24円）

新潟、群馬県産（1袋）

きゅうり 158円（税抜）
（税込価格170.64円）佐賀県産（100ｇ）

新玉ねぎ 48円（税抜）
（税込価格51.84円）

新じゃがいも
鹿児島県産他（1袋）

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）

マグロ3点盛り
太平洋産（1パック）

580円
（税抜）

（税込価格626.40円）

ベビーホタテ
北海道産（100ｇ）

228円（税抜）
（税込価格246.24円）

20個入り餃子
楽陽（1パック）

（税込価格181.44円）
168円（税抜）

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袋）

（5枚、6枚）
スイートブレッド

108円各
（税抜）

（税込価格116.64円）

180円
（税抜）

サンドイッチ
（1コ）

（税込価格194.40円）

ハウス食品（各230ｇ・1箱）

（甘口、中辛、辛口）
バーモントカレー

（税込価格192.24 円）
178円各

（税抜）

切身カレイ
アメリカ産（4枚）

298円（税抜）
（税込価格321.84円）

油揚
マック（5枚入・1袋）

98円（税抜）
（税込価格105.84円）

カブうまハムカツ
（1枚）

100円
（税抜）

（税込価格108.00円）

イカスティックから揚げ
（100ｇ）

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）

豚モモうす切り
国内産（100ｇ）

168円
（税抜）

（税込価格181.44円）

東洋水産（各1コ）

麺づくり 各種

（税込価格116.64円）
108円各

（税抜）

お刺身サーモン
チリ産（100ｇ）

380円（税抜）
（税込価格410.40円）

むかしコロッケ
（5コ・1パック）

（むかし・野菜・ハニーコーン）

248円
（税抜）

（税込価格267.84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）

みやけ（各1パック）

（えび、かに、松茸）
茶わん蒸し 88円各

（税抜）

（税込価格95.04円）

豚バラ焼肉用
国内産（100ｇ）

（税込価格203.04円）
188円

（税抜）

とんかつソース
中濃ソース

ブルドック（各500㎖・1本）

（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）

カツオタタキ
静岡県産（100ｇ）

148円
（税抜）

（税込価格159.84円）

カツ煮
（たまごとじ）

（1パック）

280円
（税抜）

（税込価格302.40円）

豚肩ロース切落し
国内産（250ｇ・1パック）

480円
（税抜）

（税込価格518.40円）

新味醬油
ヤマサ（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）

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）

※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4 4
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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）

ネギトロ
太平洋産（1パック）　

350円
（税抜）

（税込価格378.00円）

カツオタタキ
静岡県産（100ｇ）

148円
（税抜）

（税込価格159.84円）

切身カレイ
アメリカ産（4枚）

298円（税抜）
（税込価格321.84円）

油揚
マック（5枚入・1袋）

98円（税抜）
（税込価格105.84円）

お刺身サーモン
チリ産（100ｇ）

380円（税抜）
（税込価格410.40円）

カツ煮
（たまごとじ）

（1パック）

280円
（税抜）

（税込価格302.40円）

惣菜コーナー

むかしコロッケ
（5コ・1パック）

（むかし・野菜・ハニーコーン）

248円
（税抜）

（税込価格267.84円）

惣菜コーナー

カブうまハムカツ
（1枚）

100円
（税抜）

（税込価格108.00円）
惣菜コーナー

イカスティックから揚げ
（100ｇ）

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）

298円（税抜）
（税込価格321.84円）

マグロ3点盛り
太平洋産（1パック）

580円
（税抜）

（税込価格626.40円）

ベビーホタテ
北海道産（100ｇ）

228円（税抜）
（税込価格246.24円）

20個入り餃子
楽陽（1パック）

（税込価格181.44円）
168円（税抜）

若鶏ムネ肉
国内産（100ｇ）

58円（税抜）
（税込価格62.64円）

豚モモうす切り
国内産（100ｇ）

168円
（税抜）

（税込価格181.44円）

豚肩ロース切落し
国内産（250ｇ・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）佐賀県産（100ｇ）

新玉ねぎ 48円（税抜）
（税込価格51.84円）

みやけ（各1パック）

（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（各1袋）

（5枚、6枚）
スイートブレッド

108円各
（税抜）

（税込価格116.64円）

愛知、静岡県産（1パック）

ミニトマト
198円（税抜）
（税込価格213.84円）神奈川県産他（1玉）

キャベツ
278円（税抜）
（税込価格300.24円）

豚バラ焼肉用
国内産（100ｇ）

（税込価格203.04円）
188円

（税抜） 180円
（税抜）

サンドイッチ
（1コ）

（税込価格194.40円）

惣菜コーナー

とんかつソース
中濃ソース

ブルドック（各500㎖・1本）

（税込価格213.84円）
198円

（税抜）

新じゃがいも
鹿児島県産他（1袋）

298円
（税抜）

（税込価格321.84円）

甘熟王
フィリピン産（1袋）

258円（税抜）
（税込価格278.64円）

ほうれん草
群馬県産他（1袋）

178円（税抜）
（税込価格192.24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）

数量
限定

東洋水産（各1コ）

麺づくり 各種

（税込価格116.64円）
108円各

（税抜）お一人様
6コ限り

ハウス食品（各230ｇ・1箱）

（甘口、中辛、辛口）
バーモントカレー

（税込価格192.24 円）
178円各

（税抜）お一人様
2箱限り

30

27 29

28

お一人様
3本限り

3
本

新味醬油
ヤマサ（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

冷凍食品

全品3割引

冷凍食品

全品3割引 お一人様
合わせて
2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 118円
（税抜）

（税込価格127.44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） 208円

（税抜）

（税込価格224.64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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