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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）
銀タラ照焼用銀タラ照焼用銀タラ照焼用
カナダ産（100ｇ）カナダ産（100ｇ）カナダ産（100ｇ）

銀タラ照焼用銀タラ照焼用
カナダ産（100ｇ）カナダ産（100ｇ）

（税込価格300.24円）

offoffoffoffoff

748円（税抜）
アサヒ（350㎖×6）アサヒ 350㎖×6

アサヒ（500㎖×6）アサヒ 500㎖×6

1,080円（税抜）
（税込価格822.80円）

（税込価格1188.00円）

98円（税抜）
かみなり三代かみなり三代
京姫酒造（180㎖・1本）京姫酒造（180㎖・1本）

（税込価格107.80円）

秋味秋味秋味秋味秋味

1,140円（税抜）
キリン（350㎖×6）キリン 350㎖×6

キリン（500㎖×6）キリン 500㎖×6

1,410円（税抜）
（税込価格1254.00円）

（税込価格1551.00円）

98円（税抜）
サラスパサラスパ
はごろも（160ｇ）はごろも（160ｇ）

（税込価格105.84円）

180円各
（税抜）

米技心米技心
岩塚（各1袋）岩塚（各1袋）

（税込価格194.40円）

180円各
（税抜）

黒豆せんべい 塩わさび仕立て
黒豆せんべい 柚庵仕立て
黒豆せんべい 割煎鰹醤油

黒豆せんべい 塩わさび仕立て
黒豆せんべい 柚庵仕立て
黒豆せんべい 割煎鰹醤油

岩塚（各1袋）岩塚（各1袋）

（税込価格194.40円）

158円（税抜）
エリンギ袋エリンギ袋
雪国（1袋）雪国（1袋）

（税込価格170.64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）
198円（税抜）
しいたけしいたけ
新潟県産（1パック）新潟県産（1パック）

（税込価格213.84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）

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）

128円（税抜）
小松菜
茨城県産（1袋）茨城県産（1袋）

（税込価格138.24円）

398円（税抜）
極早生みかん
熊本県産他（1袋）熊本県産他（1袋）

（税込価格429.84円）
698円（税抜）
巨峰
長野県産（1パック）長野県産（1パック）

（税込価格753.84円）

サンつがる
青森県産（1パック）青森県産（1パック）

328円
（税抜）

（税込価格354.24円）

218円（税抜）
豚バラスライス豚バラスライス豚バラスライス
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

豚バラスライス豚バラスライス
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格235.44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）

268円（税抜）
デルモンテ　はじけるコーンデルモンテ　はじけるコーン
キッコーマン（190ｇ×3）キッコーマン（190ｇ×3）

（税込価格289.44円）
188円各

（税抜）

ご飯がススムキムチ
ご飯がススムキムチ（辛口）
ご飯がススムキムチ
ご飯がススムキムチ（辛口）

ピックルス（各1パック）ピックルス（各1パック）

（税込価格203.04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）
298円（税抜）
豊潤ウインナー豊潤ウインナー豊潤ウインナー
日本ハム（90ｇ×2・1束）日本ハム（90ｇ×2・1束）日本ハム（90ｇ×2・1束）

豊潤ウインナー豊潤ウインナー
日本ハム（90ｇ×2・1束）日本ハム（90ｇ×2・1束）

（税込価格321.84円）
178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192.24円）

98円各
（税抜）

焼売焼売
楽陽（各1パック）楽陽（各1パック）

（えび、かに、黒豚）（えび、かに、黒豚）

（税込価格105.84円）
100円各

（税抜）

牛乳プリン
牛乳プリン練乳あずき味
牛乳プリン
牛乳プリン練乳あずき味

森永乳業（各85ｇ・1コ）森永乳業（各85ｇ・1コ）

（税込価格108.00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）
298円（税抜）
豊潤ウインナー豊潤ウインナー豊潤ウインナー
日本ハム（90ｇ×2・1束）日本ハム（90ｇ×2・1束）日本ハム（90ｇ×2・1束）

豊潤ウインナー豊潤ウインナー
日本ハム（90ｇ×2・1束）日本ハム（90ｇ×2・1束）

（税込価格321.84円）
178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192.24円）

98円各
（税抜）

焼売焼売
楽陽（各1パック）楽陽（各1パック）

（えび、かに、黒豚）（えび、かに、黒豚）

（税込価格105.84円）
100円各

（税抜）

牛乳プリン
牛乳プリン練乳あずき味
牛乳プリン
牛乳プリン練乳あずき味

森永乳業（各85ｇ・1コ）森永乳業（各85ｇ・1コ）

（税込価格108.00円）

438円（税抜）
これ！うま！つゆ
ヤマサ（1ℓ・1本）ヤマサ（1ℓ・1本）

（税込価格473.04円）

158円（税抜）
アロエヨーグルト1日分の鉄分
（プレーン味）
アロエヨーグルト1日分の鉄分
（プレーン味）

森永乳業（80ｇ×2・1パック）森永乳業（80ｇ×2・1パック）

（税込価格170.64円）

248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267.84円）

228円（税抜）
わが家はすき焼き屋さん
キッコーマン（500㎖・1本）キッコーマン（500㎖・1本）

（税込価格246.24円）

78円（税抜）
伊右衛門
サントリー（525㎖・1本）サントリー（525㎖・1本）

（税込価格84.24円）

248円（税抜）
ブラックムーンソフトケーキ
森永（1箱）森永（1箱）

（税込価格 267.84円）

980円（税抜）
花の友パック花の友パック
合同酒精（1.8ℓ・1本）合同酒精（1.8ℓ・1本）

（税込価格1078.00円）

118円各
（税抜）

ほろよい各種ほろよい各種
サントリー（各350㎖・1本）サントリー（各350㎖・1本）

（税込価格129.80円）

1,680円（税抜）
黒霧島パック黒霧島パック
霧島酒造（1.8ℓ・1本）霧島酒造（1.8ℓ・1本）

（税込価格1848.00円）

128円（税抜）
サランラップサランラップ
旭化成（30㎝×20ⅿ・1本）旭化成（30㎝×20ⅿ・1本）

（税込価格140.80円）
298円（税抜）
エリエール  
イーナプチティッシュ
エリエール  
イーナプチティッシュ

大王製紙（150ｗ×7パック・1パック）大王製紙（150ｗ×7パック・1パック）

（税込価格327.80円）

248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267.84円）

濃厚豆乳鍋つゆ
キッコーマン（750ｇ・1パック）キッコーマン（750ｇ・1パック）

（まろやか坦々、香る鰹だし）（まろやか坦々、香る鰹だし）

238円各
（税抜）

（税込価格257.04円）

298円（税抜）
とろける4種のチーズのハンバーグ
日本ハム（3個入・1パック）日本ハム（3個入・1パック）

（税込価格321.84円）

298円（税抜）
骨なしフライドチキン
プリマハム（240ｇ・1袋）プリマハム（240ｇ・1袋）

（税込価格321.84円）

498円（税抜）
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）

398円（税抜）
シーフードミックス
STフーズ（1パック）STフーズ（1パック）

（税込価格429.84円）

278円（税抜）
おでん袋（9種16個）おでん袋（9種16個）
堀川（1袋）堀川（1袋）

（税込価格300.24円）
98円（税抜）
お魚がんもお魚がんも
堀川（5個入・1パック）堀川（5個入・1パック）

（税込価格105.84円）
98円（税抜）
たまねぎ入さつまたまねぎ入さつま
堀川（7個入・1パック）堀川（7個入・1パック）

（税込価格105.84円）

358円（税抜）
徳用煮干
かね七（300ｇ・1袋）かね七（300ｇ・1袋）

（税込価格386.64円）

78円各
（税抜）

田舎っぺこんにゃく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、黒板、白板）（しらたき、黒板、白板）

（税込価格84.24円）

やきとり
（各10本）（各10本）

（もも、皮、ねぎ間）（もも、皮、ねぎ間）

380円
（税抜）

（税込価格410.40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）

128円（税抜）
小松菜
茨城県産（1袋）茨城県産（1袋）

（税込価格138.24円）

398円（税抜）
極早生みかん
熊本県産他（1袋）熊本県産他（1袋）

（税込価格429.84円）

298円（税抜）
とろける4種のチーズのハンバーグ
日本ハム（3個入・1パック）日本ハム（3個入・1パック）

（税込価格321.84円）

298円（税抜）
骨なしフライドチキン
プリマハム（240ｇ・1袋）プリマハム（240ｇ・1袋）

（税込価格321.84円）

498円（税抜）
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）

398円（税抜）
シーフードミックス
STフーズ（1パック）STフーズ（1パック）

（税込価格429.84円）

278円（税抜）
おでん袋（9種16個）おでん袋（9種16個）
堀川（1袋）堀川（1袋）

（税込価格300.24円）
98円（税抜）
お魚がんもお魚がんも
堀川（5個入・1パック）堀川（5個入・1パック）

（税込価格105.84円）
98円（税抜）
たまねぎ入さつまたまねぎ入さつま
堀川（7個入・1パック）堀川（7個入・1パック）

（税込価格105.84円）

438円（税抜）
これ！うま！つゆ
ヤマサ（1ℓ・1本）ヤマサ（1ℓ・1本）

（税込価格473.04円）

358円（税抜）
徳用煮干
かね七（300ｇ・1袋）かね七（300ｇ・1袋）

（税込価格386.64円）

158円（税抜）
アロエヨーグルト1日分の鉄分
（プレーン味）
アロエヨーグルト1日分の鉄分
（プレーン味）

森永乳業（80ｇ×2・1パック）森永乳業（80ｇ×2・1パック）

（税込価格170.64円）

248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267.84円）

228円（税抜）
わが家はすき焼き屋さん
キッコーマン（500㎖・1本）キッコーマン（500㎖・1本）

（税込価格246.24円）

78円（税抜）
伊右衛門
サントリー（525㎖・1本）サントリー（525㎖・1本）

（税込価格84.24円）

248円（税抜）
ブラックムーンソフトケーキ
森永（1箱）森永（1箱）

（税込価格 267.84円）

698円（税抜）
巨峰
長野県産（1パック）長野県産（1パック）

（税込価格753.84円）

98円（税抜）
かみなり三代かみなり三代
京姫酒造（180㎖・1本）京姫酒造（180㎖・1本）

（税込価格107.80円）

980円（税抜）
花の友パック花の友パック
合同酒精（1.8ℓ・1本）合同酒精（1.8ℓ・1本）

（税込価格1078.00円）

118円各
（税抜）

ほろよい各種ほろよい各種
サントリー（各350㎖・1本）サントリー（各350㎖・1本）

（税込価格129.80円）

1,680円（税抜）
黒霧島パック黒霧島パック
霧島酒造（1.8ℓ・1本）霧島酒造（1.8ℓ・1本）

（税込価格1848.00円）

サンつがる
青森県産（1パック）青森県産（1パック）

328円
（税抜）

（税込価格354.24円）

128円（税抜）
サランラップサランラップ
旭化成（30㎝×20ⅿ・1本）旭化成（30㎝×20ⅿ・1本）

（税込価格140.80円）
298円（税抜）
エリエール  
イーナプチティッシュ
エリエール  
イーナプチティッシュ

大王製紙（150ｗ×7パック・1パック）大王製紙（150ｗ×7パック・1パック）

（税込価格327.80円）
78円各

（税抜）

田舎っぺこんにゃく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、黒板、白板）（しらたき、黒板、白板）

（税込価格84.24円）

惣菜コーナー

やきとり
（各10本）（各10本）

（もも、皮、ねぎ間）（もも、皮、ねぎ間）

380円
（税抜）

（税込価格410.40円）

218円（税抜）
豚バラスライス豚バラスライス豚バラスライス
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

豚バラスライス豚バラスライス
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格235.44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）
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）
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）
298円（税抜）
豊潤ウインナー豊潤ウインナー豊潤ウインナー
日本ハム（90ｇ×2・1束）日本ハム（90ｇ×2・1束）日本ハム（90ｇ×2・1束）

豊潤ウインナー豊潤ウインナー
日本ハム（90ｇ×2・1束）日本ハム（90ｇ×2・1束）

（税込価格321.84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）
178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192.24円）

158円（税抜）
エリンギ袋エリンギ袋
雪国（1袋）雪国（1袋）

（税込価格170.64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）
98円（税抜）
サラスパサラスパ
はごろも（160ｇ）はごろも（160ｇ）

（税込価格105.84円）
98円各

（税抜）

焼売焼売
楽陽（各1パック）楽陽（各1パック）

（えび、かに、黒豚）（えび、かに、黒豚）

（税込価格105.84円）
268円（税抜）
デルモンテ　はじけるコーンデルモンテ　はじけるコーン
キッコーマン（190ｇ×3）キッコーマン（190ｇ×3）

（税込価格289.44円）
188円各

（税抜）

ご飯がススムキムチ
ご飯がススムキムチ（辛口）
ご飯がススムキムチ
ご飯がススムキムチ（辛口）

ピックルス（各1パック）ピックルス（各1パック）

（税込価格203.04円）

248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267.84円）

100円各
（税抜）

牛乳プリン
牛乳プリン練乳あずき味
牛乳プリン
牛乳プリン練乳あずき味

森永乳業（各85ｇ・1コ）森永乳業（各85ｇ・1コ）

（税込価格108.00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）
298円（税抜）
豊潤ウインナー豊潤ウインナー豊潤ウインナー
日本ハム（90ｇ×2・1束）日本ハム（90ｇ×2・1束）日本ハム（90ｇ×2・1束）

豊潤ウインナー豊潤ウインナー
日本ハム（90ｇ×2・1束）日本ハム（90ｇ×2・1束）

（税込価格321.84円）
178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192.24円）
278円（税抜）
銀タラ照焼用銀タラ照焼用銀タラ照焼用
カナダ産（100ｇ）カナダ産（100ｇ）カナダ産（100ｇ）

銀タラ照焼用銀タラ照焼用
カナダ産（100ｇ）カナダ産（100ｇ）

（税込価格300.24円）

198円（税抜）
しいたけしいたけ
新潟県産（1パック）新潟県産（1パック）

（税込価格213.84円）
98円各

（税抜）

焼売焼売
楽陽（各1パック）楽陽（各1パック）

（えび、かに、黒豚）（えび、かに、黒豚）

（税込価格105.84円）
100円各

（税抜）

牛乳プリン
牛乳プリン練乳あずき味
牛乳プリン
牛乳プリン練乳あずき味

森永乳業（各85ｇ・1コ）森永乳業（各85ｇ・1コ）

（税込価格108.00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）

秋味秋味秋味秋味秋味

1,140円（税抜）
キリン（350㎖×6）キリン 350㎖×6

キリン（500㎖×6）キリン 500㎖×6

1,410円（税抜）
（税込価格1254.00円）

（税込価格1551.00円）

offoffoffoffoff

748円（税抜）
アサヒ（350㎖×6）アサヒ 350㎖×6

アサヒ（500㎖×6）アサヒ 500㎖×6

1,080円（税抜）
（税込価格822.80円）

（税込価格1188.00円）

濃厚豆乳鍋つゆ
キッコーマン（750ｇ・1パック）キッコーマン（750ｇ・1パック）

（まろやか坦々、香る鰹だし）（まろやか坦々、香る鰹だし）

238円各
（税抜）

（税込価格257.04円）

180円各
（税抜）

米技心米技心
岩塚（各1袋）岩塚（各1袋）

（税込価格194.40円）

180円各
（税抜）

黒豆せんべい 塩わさび仕立て
黒豆せんべい 柚庵仕立て
黒豆せんべい 割煎鰹醤油

黒豆せんべい 塩わさび仕立て
黒豆せんべい 柚庵仕立て
黒豆せんべい 割煎鰹醤油

岩塚（各1袋）岩塚（各1袋）

（税込価格194.40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10月

5 8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。

10月5水
日 8土

日 4日間のお買得品～

お知らせ

健康のための運動は
週2回30分以上の運
動が必要とされてい
ます。
また、運動と食事は密
接な関係にあるため、
しっかり食べて健康な
体を維持しましょう！

10月10日

体育の日！体育の日！



 
 

 
 

 
 

茨城県産他（1袋）

長ねぎ

258円（税抜）
（税込価格278.64円）

北海道産（1本）

大根

228円（税抜）
（税込価格246.24円）

甘熟王
フィリピン産（1袋）

298円
（税抜）

（税込価格321.84円）

白菜
長野県産（¼カット）

98円
（税抜）

（税込価格105.84円）

岐阜県産他（1パック）

トマト

258円（税抜）
（税込価格278.64円）

新潟県産他（1袋）

きゅうり

138円（税抜）
（税込価格149.04円）

キャベツ
群馬県産他（1玉）

188円（税抜）
（税込価格203.04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）

濃いぜ！ 一平ちゃん
明星（1コ）

（税込価格105.84円）
98円各

（税抜）

ヘルシーオフ
日清オイリオ（900ｇ・1本）

（税込価格386.64円）
358円

（税抜）

銀タラハラス
カナダ産（100ｇ）

158円（税抜）
（税込価格170.64円）

ネギトロ
太平洋産（1パック）

350円（税抜）
（税込価格378.00円）

紀文（各1パック）

餃子各種
238円各

（税抜）

（税込価格257.04円）

ヤマザキ（各1コ）

（かぼちゃ、和栗、さつまいも）
ペコパフ

85円各
（税抜）

（税込価格91.80円）

鍋焼うどん
（1コ）

450円
（税抜）

（税込価格486.00円）

バーモントカレー 各種
ハウス食品（各230ｇ・1箱）

（税込価格203.04円）
188円各

（税抜）

さんま蒲焼
極洋（90ｇ・1缶）

（税込価格192.24円）
178円

（税抜）

油揚げ
マック（5枚入・1袋）

手揚げ風油揚げ
マック（2枚入・1袋）

98円各
（税抜）

（税込価格105.84円）

シメサバ
ノルウェー産（1尾）

268円（税抜）
（税込価格289.44円）

松茸ごはん
（1パック）

380円
（税抜）

（税込価格410.40円）

お刺身サーモン
チリ産（100ｇ）

398円（税抜）
（税込価格429.84円）豚ロース焼肉用

国内産（100ｇ）

218円
（税抜）

（税込価格235.44円）

麻婆豆腐の素  各種
丸美屋（各1箱）

（税込価格321.84円）（税込価格170.64円）
298円

（税抜）158円（税抜）

むかしコロッケ
（各5コ）

（むかし、野菜、牛肉、ハニーコーン）

250円各
（税抜）

（税込価格270.00円） ベビーホタテ
北海道産（100ｇ）

248円
（税抜）

（税込価格267.84円）

豚肩ローススライス
国内産（100ｇ）

188円
（税抜）

（税込価格203.04円）

みやけ（70ｇ×3・1パック）

本格だしの玉子とうふ
88円（税抜）
（税込価格95.04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）

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）

塩サバ
ノルウェー産（1尾）

398円（税抜）
（税込価格429.84円）

カツオタタキ
静岡県産（100ｇ）

178円（税抜）
（税込価格192.24円）

カキ屋が作ったカキフライ
（6コ）

350円
（税抜）

（税込価格378.00円）

豚バラ切落し
国内産（100ｇ）

208円
（税抜）

（税込価格224.64円）

コツのいらない天ぷら粉
日清製粉（450ｇ・1袋）

（税込価格257.04円）
238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10 10

1010

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）

油揚げ
マック（5枚入・1袋）

手揚げ風油揚げ
マック（2枚入・1袋）

98円各
（税抜）

（税込価格105.84円）

焼とうふ
かごや（1パック）

98円（税抜）
（税込価格105.84円）

塩サバ
ノルウェー産（1尾）

398円（税抜）
（税込価格429.84円）

カツオタタキ
静岡県産（100ｇ）

178円（税抜）
（税込価格192.24円）

シメサバ
ノルウェー産（1尾）

268円（税抜）
（税込価格289.44円）

惣菜コーナー

カキ屋が作ったカキフライ
（6コ）

350円
（税抜）

（税込価格378.00円）

むかしコロッケ
（各5コ）

（むかし、野菜、牛肉、ハニーコーン）

250円各
（税抜）

（税込価格270.00円）

惣菜コーナー

松茸ごはん
（1パック）

380円
（税抜）

（税込価格410.40円）

お刺身サーモン
チリ産（100ｇ）

398円（税抜）
（税込価格429.84円）

ベビーホタテ
北海道産（100ｇ）

248円
（税抜）

（税込価格267.84円）

銀タラハラス
カナダ産（100ｇ）

158円（税抜）
（税込価格170.64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）

豚肩ローススライス
国内産（100ｇ）

188円
（税抜）

（税込価格203.04円）

豚ロース焼肉用
国内産（100ｇ）

218円
（税抜）

（税込価格235.44円）

豚バラ切落し
国内産（100ｇ）

208円
（税抜）

（税込価格224.64円）

紀文（各1パック）

餃子各種
238円各

（税抜）

（税込価格257.04円）

ヤマザキ（各1コ）

（かぼちゃ、和栗、さつまいも）
ペコパフ

85円各
（税抜）

（税込価格91.80円）

みやけ（70ｇ×3・1パック）

本格だしの玉子とうふ
88円（税抜）
（税込価格95.04円）

岐阜県産他（1パック）

トマト

258円（税抜）
（税込価格278.64円）

新潟県産他（1袋）

きゅうり

138円（税抜）
（税込価格149.04円）

茨城県産他（1袋）

長ねぎ

258円（税抜）
（税込価格278.64円）

北海道産（1本）

大根

228円（税抜）
（税込価格246.24円）

惣菜コーナー

鍋焼うどん
（1コ）

450円
（税抜）

（税込価格486.00円）

甘熟王
フィリピン産（1袋）

298円
（税抜）

（税込価格321.84円）

白菜
長野県産（¼カット）

98円
（税抜）

（税込価格105.84円）

バーモントカレー 各種
ハウス食品（各230ｇ・1箱）

（税込価格203.04円）
188円各

（税抜）お一人様
2箱限り

さんま蒲焼
極洋（90ｇ・1缶）

（税込価格192.24円）
178円

（税抜）お一人様
6缶限り

お一人様
2袋限り

お一人様
6コ限り

濃いぜ！ 一平ちゃん
明星（1コ）

（税込価格105.84円）
98円各

（税抜）

8

5 7

6

2P
-

キャベツ
群馬県産他（1玉）

188円（税抜）
（税込価格203.04円）

198セール！
円均一

（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）

コツのいらない天ぷら粉
日清製粉（450ｇ・1袋）

（税込価格257.04円）
238円

（税抜）

お一人様
2本限り

ヘルシーオフ
日清オイリオ（900ｇ・1本）

（税込価格386.64円）
358円

（税抜）

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

表示価格の
オール4割引！！

箱アイスクリーム
（ファミリア除きます）

表示価格の
オール4割引！！

箱アイスクリーム
（ファミリア除きます）

お一人様
2箱限り

2
箱

麻婆豆腐の素  各種
丸美屋（各1箱）

（税込価格321.84円）（税込価格170.64円）
298円

（税抜）158円（税抜）1
箱

いろいろ便利なスパゲッティ
日清（1袋）

（ナポリタン）

いろいろ便利なスパゲッティ
日清（1袋）

（たらこ）

若鶏のチーズ唐揚
マルハニチロ（1袋）

冷凍食品

いろいろ便利なスパゲッティ
日清（1袋）

（ナポリタン）

いろいろ便利なスパゲッティ
日清（1袋）

（たらこ）

若鶏のチーズ唐揚
マルハニチロ（1袋）

冷凍食品

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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