
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
98円各

（税抜）

サラダサラダサラダサラダサラダ
（各100ｇ）（各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）

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）
138円（税抜）
みょうがみょうが
高知県産他（1パック）高知県産他（1パック）

（税込価格149.04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）
128円（税抜）
しめじしめじ
ホクト（1袋）ホクト（1袋）

（税込価格138.24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）
158円（税抜）
ゴーヤ
佐渡産（1本）佐渡産（1本）

（税込価格170.64円）

550円（税抜）
もも
新潟県産他（1パック）新潟県産他（1パック）

（税込価格594.00円）
550円（税抜）
ハウスみかん
長崎県産他（1パック）長崎県産他（1パック）

（税込価格594.00円）

すいか
新潟県産他（⅙カット）新潟県産他（⅙カット）

450円
（税抜）

（税込価格486.00円）

うなぎ長焼
中国産（1パック）中国産（1パック）

1,100円
（税抜）

（税込価格1188.00円）

うなぎ長焼
宮崎県産（1パック）宮崎県産（1パック）

2,200円（税抜）
（税込価格2376.00円）

98円各
（税抜）

すっぱムーチョ 梅
すっぱチルムーチョ  マリンライム
すっぱムーチョ 梅
すっぱチルムーチョ  マリンライム

コイケヤ（各1袋）コイケヤ（各1袋）

（税込価格105.84円）

98円各
（税抜）

昔懐かしいサワー 各種昔懐かしいサワー 各種
合同酒精（各350㎖・1本）合同酒精（各350㎖・1本）

（税込価格107.80円）

178円（税抜）
豚モモ焼肉用豚モモ焼肉用豚モモ焼肉用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

豚モモ焼肉用豚モモ焼肉用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格192.24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（2枚）ノルウェー産（2枚）ノルウェー産（2枚）

塩サバフィレー塩サバフィレー
ノルウェー産（2枚）ノルウェー産（2枚）

（税込価格321.84円）
278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300.24円）
68円（税抜）
若鶏ムネ唐揚用若鶏ムネ唐揚用若鶏ムネ唐揚用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

若鶏ムネ唐揚用若鶏ムネ唐揚用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格73.44円）

148円（税抜）
棒棒鶏の素棒棒鶏の素
丸美屋（140ｇ・1箱）丸美屋（140ｇ・1箱）

（税込価格159.84円）
148円（税抜）
具材入り黒酢酢豚の素具材入り黒酢酢豚の素
丸美屋（180ｇ・1箱）丸美屋（180ｇ・1箱）

（税込価格159.84円）

178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192.24円）
108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116.64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）
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）

180円（税抜）
バニラヨーグルトバニラヨーグルト
ルナ（100ｇ×3・1パック）ルナ（100ｇ×3・1パック）

（税込価格194.40円）
248円（税抜）
ぱぱっとちゃんとこれうまつゆぱぱっとちゃんとこれうまつゆ
ヤマサ（500㎖・1本）ヤマサ（500㎖・1本）

（税込価格267.84円）

298円（税抜）
あらびきポークウインナーあらびきポークウインナー
越後ハム（250ｇ・1袋）越後ハム（250ｇ・1袋）

（税込価格321.84円） 498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537.84円）

88円各
（税抜）

食後のデザートゼリー食後のデザートゼリー
ブルボン（各1コ）ブルボン（各1コ）

（税込価格95.04円）

208円各
（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）

880円（税抜）
がんばれ父ちゃんがんばれ父ちゃん
白龍（1.8ℓ・1本）白龍（1.8ℓ・1本）

（税込価格968.00円）

1,080円（税抜）
チューハイ専科チューハイ専科
合同酒精（1.8ℓ・1本）合同酒精（1.8ℓ・1本）

（税込価格1188.00円）

118円各
（税抜）

氷結ゼロ・ストロング 各種氷結ゼロ・ストロング 各種
キリン（各350㎖・1本）キリン（各350㎖・1本）

（税込価格129.80円）

いつも新鮮ロースハム
丸大食品（40ｇ×4・1束）丸大食品（40ｇ×4・1束）

328円
（税抜）

（税込価格354.24円）

のどごし生のどごし生のどごし生のどごし生のどごし生

698円（税抜）
キリン（350㎖×6）キリン 350㎖×6

キリン（500㎖×6）キリン 500㎖×6

982円（税抜）
（税込価格767.80円）

（税込価格1080.20円）

風味爽快ニシテ風味爽快ニシテ風味爽快ニシテ風味爽快ニシテ風味爽快ニシテ

1,052円（税抜）
サッポロ（350㎖×6）サッポロ 350㎖×6

サッポロ（500㎖×6）サッポロ 500㎖×6

1,320円（税抜）
（税込価格1157.20円）

（税込価格1452.00円）

398円各
（税抜）

エリエール  トイレットロールエリエール  トイレットロール
（シングル、ダブル）（シングル、ダブル）

大王製紙（各12ロール・1袋）大王製紙（各12ロール・1袋）

（税込価格437.80円）

98円（税抜）
牧場の朝牧場の朝
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）

138円（税抜）
雪印コーヒー雪印コーヒー
雪印メグミルク（1ℓ・1本）雪印メグミルク（1ℓ・1本）

（税込価格149.04円）
98円各

（税抜）

おいしいカレー各種おいしいカレー各種
エスビー（各180ｇ・1箱）エスビー（各180ｇ・1箱）

（税込価格105.84円）

258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278.64円）

88円（税抜）
世界のキッチンソルティーライチ世界のキッチンソルティーライチ
キリン（500㎖・1本）キリン（500㎖・1本）

（税込価格95.04円）

258円各
（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

雪印メグミルク（各7枚入・1袋）雪印メグミルク（各7枚入・1袋）

（税込価格278.64円）
198円各

（税抜）

昆布ポン酢
昆布ポン酢 マイルド
昆布ポン酢
昆布ポン酢 マイルド

ヤマサ（500㎖・1本）ヤマサ（500㎖・1本）

（税込価格213.84円）
380円各

（税抜）

やきとりやきとりやきとりやきとりやきとり
（各10本）（各10本）

（もも、皮、ねぎ間）（もも、皮、ねぎ間）

（税込価格410.40円）

178円各
（税抜）

マルコメ君マルコメ君
（こし、こうじ、合わせ）（こし、こうじ、合わせ）

マルコメ（各650ｇ・1パック）マルコメ（各650ｇ・1パック）

（税込価格192.24円）

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）

258円各
（税抜）

（税込価格278.64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）
158円（税抜）
ゴーヤ
佐渡産（1本）佐渡産（1本）

（税込価格170.64円）

550円（税抜）
もも
新潟県産他（1パック）新潟県産他（1パック）

（税込価格594.00円）
550円（税抜）
ハウスみかん
長崎県産他（1パック）長崎県産他（1パック）

（税込価格594.00円）

298円（税抜）
あらびきポークウインナーあらびきポークウインナー
越後ハム（250ｇ・1袋）越後ハム（250ｇ・1袋）

（税込価格321.84円） 498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537.84円）

88円各
（税抜）

食後のデザートゼリー食後のデザートゼリー
ブルボン（各1コ）ブルボン（各1コ）

（税込価格95.04円）

208円各
（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）98円（税抜）
牧場の朝牧場の朝
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）

138円（税抜）
雪印コーヒー雪印コーヒー
雪印メグミルク（1ℓ・1本）雪印メグミルク（1ℓ・1本）

（税込価格149.04円）
98円各

（税抜）

おいしいカレー各種おいしいカレー各種
エスビー（各180ｇ・1箱）エスビー（各180ｇ・1箱）

（税込価格105.84円）

258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278.64円）

88円（税抜）
世界のキッチンソルティーライチ世界のキッチンソルティーライチ
キリン（500㎖・1本）キリン（500㎖・1本）

（税込価格95.04円）

880円（税抜）
がんばれ父ちゃんがんばれ父ちゃん
白龍（1.8ℓ・1本）白龍（1.8ℓ・1本）

（税込価格968.00円）

1,080円（税抜）
チューハイ専科チューハイ専科
合同酒精（1.8ℓ・1本）合同酒精（1.8ℓ・1本）

（税込価格1188.00円）

118円各
（税抜）

氷結ゼロ・ストロング 各種氷結ゼロ・ストロング 各種
キリン（各350㎖・1本）キリン（各350㎖・1本）

（税込価格129.80円）

98円各
（税抜）

昔懐かしいサワー 各種昔懐かしいサワー 各種
合同酒精（各350㎖・1本）合同酒精（各350㎖・1本）

（税込価格107.80円）

258円各
（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

雪印メグミルク（各7枚入・1袋）雪印メグミルク（各7枚入・1袋）

（税込価格278.64円）
98円各

（税抜）

すっぱムーチョ 梅
すっぱチルムーチョ  マリンライム
すっぱムーチョ 梅
すっぱチルムーチョ  マリンライム

コイケヤ（各1袋）コイケヤ（各1袋）

（税込価格105.84円）
198円各

（税抜）

昆布ポン酢
昆布ポン酢 マイルド
昆布ポン酢
昆布ポン酢 マイルド

ヤマサ（500㎖・1本）ヤマサ（500㎖・1本）

（税込価格213.84円）

すいか
新潟県産他（⅙カット）新潟県産他（⅙カット）

450円
（税抜）

（税込価格486.00円）

いつも新鮮ロースハム
丸大食品（40ｇ×4・1束）丸大食品（40ｇ×4・1束）

328円
（税抜）

（税込価格354.24円）

うなぎ長焼
宮崎県産（1パック）宮崎県産（1パック）

2,200円（税抜）
（税込価格2376.00円）

うなぎ長焼
中国産（1パック）中国産（1パック）

1,100円
（税抜）

（税込価格1188.00円）

惣菜コーナー

98円各
（税抜）

サラダサラダサラダサラダサラダ
（各100ｇ）（各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）

惣菜コーナー

380円各
（税抜）

やきとりやきとりやきとりやきとりやきとり
（各10本）（各10本）

（もも、皮、ねぎ間）（もも、皮、ねぎ間）

（税込価格410.40円）

178円（税抜）
豚モモ焼肉用豚モモ焼肉用豚モモ焼肉用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

豚モモ焼肉用豚モモ焼肉用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格192.24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（2枚）ノルウェー産（2枚）ノルウェー産（2枚）

塩サバフィレー塩サバフィレー
ノルウェー産（2枚）ノルウェー産（2枚）

（税込価格321.84円）
278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300.24円）
178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192.24円）
108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116.64円）
68円（税抜）
若鶏ムネ唐揚用若鶏ムネ唐揚用若鶏ムネ唐揚用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

若鶏ムネ唐揚用若鶏ムネ唐揚用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格73.44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）
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）

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）
138円（税抜）
みょうがみょうが
高知県産他（1パック）高知県産他（1パック）

（税込価格149.04円）
148円（税抜）
棒棒鶏の素棒棒鶏の素
丸美屋（140ｇ・1箱）丸美屋（140ｇ・1箱）

（税込価格159.84円）
148円（税抜）
具材入り黒酢酢豚の素具材入り黒酢酢豚の素
丸美屋（180ｇ・1箱）丸美屋（180ｇ・1箱）

（税込価格159.84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）
180円（税抜）
バニラヨーグルトバニラヨーグルト
ルナ（100ｇ×3・1パック）ルナ（100ｇ×3・1パック）

（税込価格194.40円）
248円（税抜）
ぱぱっとちゃんとこれうまつゆぱぱっとちゃんとこれうまつゆ
ヤマサ（500㎖・1本）ヤマサ（500㎖・1本）

（税込価格267.84円）
128円（税抜）
しめじしめじ
ホクト（1袋）ホクト（1袋）

（税込価格138.24円）

のどごし生のどごし生のどごし生のどごし生のどごし生

698円（税抜）
キリン（350㎖×6）キリン 350㎖×6

キリン（500㎖×6）キリン 500㎖×6

982円（税抜）
（税込価格767.80円）

（税込価格1080.20円）

風味爽快ニシテ風味爽快ニシテ風味爽快ニシテ風味爽快ニシテ風味爽快ニシテ

1,052円（税抜）
サッポロ（350㎖×6）サッポロ 350㎖×6

サッポロ（500㎖×6）サッポロ 500㎖×6

1,320円（税抜）
（税込価格1157.20円）

（税込価格1452.00円）

178円各
（税抜）

マルコメ君マルコメ君
（こし、こうじ、合わせ）（こし、こうじ、合わせ）

マルコメ（各650ｇ・1パック）マルコメ（各650ｇ・1パック）

（税込価格192.24円）

398円各
（税抜）

エリエール  トイレットロールエリエール  トイレットロール
（シングル、ダブル）（シングル、ダブル）

大王製紙（各12ロール・1袋）大王製紙（各12ロール・1袋）

（税込価格437.80円）

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）

258円各
（税抜）

（税込価格278.64円） 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。

この広告の売り出し期間

2022年7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。

7月27 水
日 30土

日 4日間のお買得品～

お知らせ

今年は二の丑で年に2回
土用の丑の日があります。
つまり、この夏に2回鰻が
食べられますね。

8月も美味しい鰻でばっち
り夏バテ対策！

！

8月4日 も木
来週



 
 

 
 

 
 

塩ホッケ西京漬
アメリカ産（1パック）

298円（税抜）
（税込価格321.84円）

開アジ
国内産（4枚）

398円（税抜）
（税込価格429.84円）

カツオタタキ
静岡県産（100ｇ）

168円（税抜）
（税込価格181.44円）

茨城、新潟県産（1本）

とうもろこし

178円（税抜）
（税込価格192.24円）

福島県産（1パック）

トマト

178円（税抜）
（税込価格192.24円）

甘熟王
フィリピン産（1袋）

298円
（税抜）

（税込価格321.84円）

ブロッコリー
長野県産他（1コ）

198円
（税抜）

（税込価格213.84円）

雪国（1袋）

エリンギ袋 138円（税抜）
（税込価格149.04円）

静岡、茨城県産（1袋）

小ねぎ 158円（税抜）
（税込価格170.64円）

人参
北海道産他（1袋）

198円（税抜）
（税込価格213.84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）

ネギトロ
太平洋産（1パック）

350円（税抜）
（税込価格378.00円）

ヤマザキ（各1コ）

ふわふわパフケーキ
ふわふわスフレ 85円各

（税抜）

（税込価格91.80円）

紀文（各1パック）

餃子各種

238円各
（税抜）

（税込価格257.04円）

サンドイッチ
（1コ）

180円
（税抜）

（税込価格194.40円）

蝉しぐれ  そうめん
蝉しぐれ  ひやむぎ

イリサワ（各200ｇ×10・1箱）

（税込価格950.40円）
880円

（税抜）

タコぶつ切（刺身用）
北海道産（100ｇ）

198円（税抜）
（税込価格213.84円）

生寿司
（8貫）

698円
（税抜）

（税込価格753.84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）

さば（水煮、味噌煮）
極洋（各1缶）

（税込価格149.04円）
138円各

（税抜）

昆布つゆ
ヤマサ（1ℓ・1本）

（税込価格235.44円）
218円

（税抜）

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）

冷やし中華
（1コ）

398円
（税抜）

（税込価格429.84円）

豚バラ焼肉用
国内産（100ｇ）

（税込価格213.84円）
198円

（税抜）

いつでも新鮮しぼりたて
生しょうゆ
いつでも新鮮味わい
リッチ減塩しょうゆ

キッコーマン（各450㎖・1本）

（税込価格257.04円）
238円

（税抜）

冷凍食品

全品3割引

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）

えび天そば
えび天うどん

（各1コ）

250円各
（税抜）

（税込価格270.00円）

豚ロースうす切り
国内産（100ｇ）

218円
（税抜）

（税込価格235.44円）

チオビタドリンク
大鵬薬品（10本入・1カートン）

（税込価格547.80円）
498円

（税抜）

若鶏モモ肉
国内産（100ｇ）

108円
（税抜）

（税込価格116.64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7 7

77

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）

塩ホッケ西京漬
アメリカ産（1パック）

298円（税抜）
（税込価格321.84円）

カツオタタキ
静岡県産（100ｇ）

168円（税抜）
（税込価格181.44円）

タコぶつ切（刺身用）
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）

えび天そば
えび天うどん

（各1コ）

250円各
（税抜）

（税込価格270.00円）

惣菜コーナー

冷やし中華
（1コ）

398円
（税抜）

（税込価格429.84円）

惣菜コーナー

生寿司
（8貫）

698円
（税抜）

（税込価格753.84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）

開アジ
国内産（4枚）

398円（税抜）
（税込価格429.84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）

ネギトロ
太平洋産（1パック）

350円（税抜）
（税込価格378.00円）

若鶏モモ肉
国内産（100ｇ）

108円
（税抜）

（税込価格116.64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）

豚ロースうす切り
国内産（100ｇ）

218円
（税抜）

（税込価格235.44円）

雪国（1袋）

エリンギ袋 138円（税抜）
（税込価格149.04円）

静岡、茨城県産（1袋）

小ねぎ 158円（税抜）
（税込価格170.64円）

ヤマザキ（各1コ）

ふわふわパフケーキ
ふわふわスフレ 85円各

（税抜）

（税込価格91.80円）

紀文（各1パック）

餃子各種

238円各
（税抜）

（税込価格257.04円）

茨城、新潟県産（1本）

とうもろこし

178円（税抜）
（税込価格192.24円）

福島県産（1パック）

トマト

178円（税抜）
（税込価格192.24円）

豚バラ焼肉用
国内産（100ｇ）

（税込価格213.84円）
198円

（税抜）

惣菜コーナー

サンドイッチ
（1コ）

180円
（税抜）

（税込価格194.40円）

甘熟王
フィリピン産（1袋）

298円
（税抜）

（税込価格321.84円）

ブロッコリー
長野県産他（1コ）

198円
（税抜）

（税込価格213.84円）

さば（水煮、味噌煮）
極洋（各1缶）

（税込価格149.04円）
138円各

（税抜）お一人様
6缶限り

お一人様
1箱限り

昆布つゆ
ヤマサ（1ℓ・1本）

（税込価格235.44円）
218円

（税抜）

お一人様
2本限り

蝉しぐれ  そうめん
蝉しぐれ  ひやむぎ

イリサワ（各200ｇ×10・1箱）

（税込価格950.40円）
880円

（税抜）

いつでも新鮮しぼりたて
生しょうゆ
いつでも新鮮味わい
リッチ減塩しょうゆ

キッコーマン（各450㎖・1本）

（税込価格257.04円）
238円

（税抜）

チオビタドリンク
大鵬薬品（10本入・1カートン）

（税込価格547.80円）
498円

（税抜）

お一人様
2カートン限り

30

27 29
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2P
-

人参
北海道産他（1袋）

198円（税抜）
（税込価格213.84円）

冷凍食品

全品3割引

数量
限定

お一人様
合わせて
2本限り

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）

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）

128円
（税抜）

（税込価格138.24円）

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）

128円
（税抜）

（税込価格138.24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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