
5水
日6木

日だけのお買得品 7水
日8木

日だけのお買得品

298円（税抜）
燻製屋ウインナー燻製屋ウインナー
丸大食品（90ｇ×2・1束）丸大食品（90ｇ×2・1束）

（税込価格321.84円）

148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159.84円）
138円（税抜）
レタスレタス
茨城県産（1玉）茨城県産（1玉）

（税込価格149.04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）
178円（税抜）
トマトトマト
栃木県産他（2コ・1パック）栃木県産他（2コ・1パック）

（税込価格192.24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）

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）

138円（税抜）
しめじ
ホクト（1袋）ホクト（1袋）

（税込価格149.04円）

498円（税抜）
いちご
佐渡産他（1パック）佐渡産他（1パック）

（税込価格537.84円）

ダブルマーコット
アメリカ産（1パック）アメリカ産（1パック）

498円
（税抜）

（税込価格537.84円）

78円（税抜）
がぶ飲みメロンクリームソーダがぶ飲みメロンクリームソーダ
ポッカサッポロ（500㎖・1本）ポッカサッポロ（500㎖・1本）

（税込価格84.24円）

138円（税抜）
野菜生活乳酸菌VA+
まろやかみかんミックス
野菜生活乳酸菌VA+
まろやかみかんミックス

カゴメ（265ｇ・1本）カゴメ（265ｇ・1本）

（税込価格149.04円）

198円（税抜）
キャノーラ油  ナチュメイドキャノーラ油  ナチュメイド
日清オイリオ（900ｇ・1本）日清オイリオ（900ｇ・1本）

（税込価格213.84円）

178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192.24円）
168円（税抜）
豚赤身カレー用豚赤身カレー用豚赤身カレー用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

豚赤身カレー用豚赤身カレー用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格181.44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・1パック）ノルウェー産（3枚・1パック）ノルウェー産（3枚・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・1パック）ノルウェー産（3枚・1パック）

（税込価格321.84円）
108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116.64円）

88円（税抜）
サラスパサラスパ
はごろも（160ｇ・1コ）はごろも（160ｇ・1コ）

（税込価格95.04円）
188円（税抜）
お魚厚揚
白身魚揚
お魚厚揚
白身魚揚

一正（各1パック）一正（各1パック）

（税込価格203.04円）

198円（税抜）
豚肩ローススライス豚肩ローススライス豚肩ローススライス
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

豚肩ローススライス豚肩ローススライス
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格213.84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）
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）
278円（税抜）
銀ダラ 照り焼き用銀ダラ 照り焼き用銀ダラ 照り焼き用
カナダ産（100ｇ）カナダ産（100ｇ）カナダ産（100ｇ）

銀ダラ 照り焼き用銀ダラ 照り焼き用
カナダ産（100ｇ）カナダ産（100ｇ）

（税込価格300.24円）

258円（税抜）
割烹茶わん蒸し割烹茶わん蒸し
みやけ（4個入・1パック）みやけ（4個入・1パック）

（税込価格84.24円）
70円（税抜）
クリームスイーツプリン
クリームスイーツコーヒーゼリー
クリームスイーツプリン
クリームスイーツコーヒーゼリー

雪印メグミルク（110ｇ・各1コ）雪印メグミルク（110ｇ・各1コ）

（税込価格75.60円）

98円（税抜）
さつま揚げ
堀川（6枚入・1袋）堀川（6枚入・1袋）

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）

208円（税抜）
ジョイ  詰め替  各種
P&G（440㎖・1本）P&G（440㎖・1本）

（税込価格228.80円）

148円（税抜）
クックパーフライパン用ホイル
旭化成（25㎝×3ｍ・1本）旭化成（25㎝×3ｍ・1本）

（税込価格162.80円）

980円（税抜）
まるまる
白鶴（2ℓ・1本）白鶴（2ℓ・1本）

（税込価格1078.00円）

1,680円（税抜）
もっとちょう大もっとちょう大
菊川（2.7ℓ・1本）菊川（2.7ℓ・1本）

（税込価格1848.00円）

99円（税抜）
ほろよい各種ほろよい各種
サントリー（350㎖・1本）サントリー（350㎖・1本）

（税込価格108.90 円）

2,280円（税抜）
ジャック・ダニエルジャック・ダニエル
ウイスキー（700㎖・1本）ウイスキー（700㎖・1本）

（税込価格2508.00円）

138円（税抜）
ナチュレ恵
ナチュレ恵 脂肪0

雪印メグミルク（400ｇ・1コ）雪印メグミルク（400ｇ・1コ）

（税込価格149.04円）

138円（税抜）
スライスチーズ
とろけるスライスチーズ

ムラカワ（7枚入・1袋）ムラカワ（7枚入・1袋）

（税込価格149.04円）

148円（税抜）
とろけるゼリー ピーチ+マスカット
とろけるゼリー ぶどう+りんご

森永乳業（70ｇ×4コ・1パック）森永乳業（70ｇ×4コ・1パック）

（税込価格159.84円）

238円（税抜）
カップでつくるチヂミセット
日清フーズ（110ｇ・1コ）日清フーズ（110ｇ・1コ）
カップでつくるお好み焼きセット
日清フーズ（91ｇ・1コ）日清フーズ（91ｇ・1コ）

（税込価格257.04円）

398円（税抜）
串付きフランク串付きフランク
丸大食品（10本入・1袋）丸大食品（10本入・1袋）

（税込価格429.84円）

238円（税抜）
JソースJソース
ブルドック（500ｇ・1本）ブルドック（500ｇ・1本）

（税込価格257.04円）

118円（税抜）
新潟うんめえカップラーメン 各種新潟うんめえカップラーメン 各種
エースコック（1コ）エースコック（1コ）

（税込価格127.44円）

88円（税抜）
くだもの習慣ゼリーくだもの習慣ゼリー
ブルボン（各1コ）ブルボン（各1コ）

（税込価格95.04円）

85円（税抜）
ふわっとふわっと
岩塚（各1袋）岩塚（各1袋）

（税込価格91.80円）
128円（税抜）
とんがりコーンとんがりコーン
ハウス（各1箱）ハウス（各1箱）

（税込価格138.24円）

すり身
両蒲（1袋）両蒲（1袋）

188円
（税抜）

（税込価格203.04円）

塩イカ
両蒲（2枚）両蒲（2枚）

880円
（税抜）

（税込価格950.40円）

黄金の味
エバラ（210ｇ・1本）エバラ（210ｇ・1本）

（甘口、中辛、辛口）（甘口、中辛、辛口）

198円
（税抜）

（税込価格213.84円）

本キリン本キリン本キリン本キリン本キリン

698円（税抜）
キリン（350㎖×6缶）キリン

キリン（500㎖×6缶）キリン

982円（税抜）
（税込価格767.80円）

（税込価格1,080.20円）

ザ・リッチザ・リッチザ・リッチザ・リッチザ・リッチ

698円（税抜）
アサヒ（350㎖×6缶）アサヒ

アサヒ（500㎖×6缶）アサヒ

982円（税抜）
（税込価格767.80円）

（税込価格1080.20円）

98円（税抜）
昆布豆
金時豆
黒花豆

昆布豆
金時豆
黒花豆

昆布豆
金時豆
黒花豆

昆布豆
金時豆
黒花豆

昆布豆
金時豆
黒花豆

（各100ｇ）各100ｇ

（税込価格105.84円）
88円（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95.04円）

380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・1パック）10本・1パック

（もも、皮、ねぎ間）（もも、皮、ねぎ間）

（税込価格410.40円）

68円（税抜）
田舎っぺこんにゃく
（しらたき、黒板、白板）（しらたき、黒板、白板）

ヨコオ（各1パック）ヨコオ（各1パック）

（税込価格73.44円）
各

惣菜コーナー

98円（税抜）
さつま揚げ
堀川（6枚入・1袋）堀川（6枚入・1袋）

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）

208円（税抜）
ジョイ  詰め替  各種
P&G（440㎖・1本）P&G（440㎖・1本）

（税込価格228.80円）

148円（税抜）
クックパーフライパン用ホイル
旭化成（25㎝×3ｍ・1本）旭化成（25㎝×3ｍ・1本）

（税込価格162.80円）

980円（税抜）
まるまる
白鶴（2ℓ・1本）白鶴（2ℓ・1本）

（税込価格1078.00円）

1,680円（税抜）
もっとちょう大もっとちょう大
菊川（2.7ℓ・1本）菊川（2.7ℓ・1本）

（税込価格1848.00円）

99円（税抜）
ほろよい各種ほろよい各種
サントリー（350㎖・1本）サントリー（350㎖・1本）

（税込価格108.90 円）

2,280円（税抜）
ジャック・ダニエルジャック・ダニエル
ウイスキー（700㎖・1本）ウイスキー（700㎖・1本）

（税込価格2508.00円）

138円（税抜）
ナチュレ恵
ナチュレ恵 脂肪0

雪印メグミルク（400ｇ・1コ）雪印メグミルク（400ｇ・1コ）

（税込価格149.04円）

138円（税抜）
スライスチーズ
とろけるスライスチーズ

ムラカワ（7枚入・1袋）ムラカワ（7枚入・1袋）

（税込価格149.04円）

148円（税抜）
とろけるゼリー ピーチ+マスカット
とろけるゼリー ぶどう+りんご

森永乳業（70ｇ×4コ・1パック）森永乳業（70ｇ×4コ・1パック）

（税込価格159.84円）

238円（税抜）
カップでつくるチヂミセット
日清フーズ（110ｇ・1コ）日清フーズ（110ｇ・1コ）
カップでつくるお好み焼きセット
日清フーズ（91ｇ・1コ）日清フーズ（91ｇ・1コ）

（税込価格257.04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）

138円（税抜）
しめじ
ホクト（1袋）ホクト（1袋）

（税込価格149.04円）

498円（税抜）
いちご
佐渡産他（1パック）佐渡産他（1パック）

（税込価格537.84円）

298円（税抜）
燻製屋ウインナー燻製屋ウインナー
丸大食品（90ｇ×2・1束）丸大食品（90ｇ×2・1束）

（税込価格321.84円）

398円（税抜）
串付きフランク串付きフランク
丸大食品（10本入・1袋）丸大食品（10本入・1袋）

（税込価格429.84円）

238円（税抜）
JソースJソース
ブルドック（500ｇ・1本）ブルドック（500ｇ・1本）

（税込価格257.04円）

78円（税抜）
がぶ飲みメロンクリームソーダがぶ飲みメロンクリームソーダ
ポッカサッポロ（500㎖・1本）ポッカサッポロ（500㎖・1本）

（税込価格84.24円）

138円（税抜）
野菜生活乳酸菌VA+
まろやかみかんミックス
野菜生活乳酸菌VA+
まろやかみかんミックス

カゴメ（265ｇ・1本）カゴメ（265ｇ・1本）

（税込価格149.04円）

118円（税抜）
新潟うんめえカップラーメン 各種新潟うんめえカップラーメン 各種
エースコック（1コ）エースコック（1コ）

（税込価格127.44円）

88円（税抜）
くだもの習慣ゼリーくだもの習慣ゼリー
ブルボン（各1コ）ブルボン（各1コ）

（税込価格95.04円）

85円（税抜）
ふわっとふわっと
岩塚（各1袋）岩塚（各1袋）

（税込価格91.80円）
128円（税抜）
とんがりコーンとんがりコーン
ハウス（各1箱）ハウス（各1箱）

（税込価格138.24円）

ダブルマーコット
アメリカ産（1パック）アメリカ産（1パック）

498円
（税抜）

（税込価格537.84円）

すり身
両蒲（1袋）両蒲（1袋）

188円
（税抜）

（税込価格203.04円）

塩イカ
両蒲（2枚）両蒲（2枚）

880円
（税抜）

（税込価格950.40円）

黄金の味
エバラ（210ｇ・1本）エバラ（210ｇ・1本）

（甘口、中辛、辛口）（甘口、中辛、辛口）

198円
（税抜）

（税込価格213.84円）

本キリン本キリン本キリン本キリン本キリン

698円（税抜）
キリン（350㎖×6缶）キリン

キリン（500㎖×6缶）キリン

982円（税抜）
（税込価格767.80円）

（税込価格1,080.20円）

ザ・リッチザ・リッチザ・リッチザ・リッチザ・リッチ

698円（税抜）
アサヒ（350㎖×6缶）アサヒ

アサヒ（500㎖×6缶）アサヒ

982円（税抜）
（税込価格767.80円）

（税込価格1080.20円）

98円（税抜）
昆布豆
金時豆
黒花豆

昆布豆
金時豆
黒花豆

昆布豆
金時豆
黒花豆

昆布豆
金時豆
黒花豆

昆布豆
金時豆
黒花豆

（各100ｇ）各100ｇ

（税込価格105.84円）

惣菜コーナー

88円（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95.04円）

惣菜コーナー

380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・1パック）10本・1パック

（もも、皮、ねぎ間）（もも、皮、ねぎ間）

（税込価格410.40円）

198円（税抜）
豚肩ローススライス豚肩ローススライス豚肩ローススライス
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

豚肩ローススライス豚肩ローススライス
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格213.84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）
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192.24円）
168円（税抜）
豚赤身カレー用豚赤身カレー用豚赤身カレー用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

豚赤身カレー用豚赤身カレー用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格181.44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・1パック）ノルウェー産（3枚・1パック）ノルウェー産（3枚・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・1パック）ノルウェー産（3枚・1パック）

（税込価格321.84円）
108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116.64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）
278円（税抜）
銀ダラ 照り焼き用銀ダラ 照り焼き用銀ダラ 照り焼き用
カナダ産（100ｇ）カナダ産（100ｇ）カナダ産（100ｇ）

銀ダラ 照り焼き用銀ダラ 照り焼き用
カナダ産（100ｇ）カナダ産（100ｇ）

（税込価格300.24円）

88円（税抜）
サラスパサラスパ
はごろも（160ｇ・1コ）はごろも（160ｇ・1コ）

（税込価格95.04円）
258円（税抜）
割烹茶わん蒸し割烹茶わん蒸し
みやけ（4個入・1パック）みやけ（4個入・1パック）

（税込価格84.24円）
198円（税抜）
キャノーラ油  ナチュメイドキャノーラ油  ナチュメイド
日清オイリオ（900ｇ・1本）日清オイリオ（900ｇ・1本）

（税込価格213.84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）
178円（税抜）
トマトトマト
栃木県産他（2コ・1パック）栃木県産他（2コ・1パック）

（税込価格192.24円）
148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159.84円）
138円（税抜）
レタスレタス
茨城県産（1玉）茨城県産（1玉）

（税込価格149.04円）
188円（税抜）
お魚厚揚
白身魚揚
お魚厚揚
白身魚揚

一正（各1パック）一正（各1パック）

（税込価格203.04円）
70円（税抜）
クリームスイーツプリン
クリームスイーツコーヒーゼリー
クリームスイーツプリン
クリームスイーツコーヒーゼリー

雪印メグミルク（110ｇ・各1コ）雪印メグミルク（110ｇ・各1コ）

（税込価格75.60円）

68円（税抜）
田舎っぺこんにゃく
（しらたき、黒板、白板）（しらたき、黒板、白板）

ヨコオ（各1パック）ヨコオ（各1パック）

（税込価格73.44円）
各

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。

5月

5 8水
日

土
日～

水 土5月5 8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。

第2弾第2弾

お知らせ

佐渡特産のいごねり
や、塩イカなどの地方
発送を承っております。
ゴールデンウィークに
帰省できない方へ送ら
せていただきます。

5月9日の母の日に、ご
来店いただいたお母さ
んにお花のプレゼント
を今年も行います。



お刺身サーモン
チリ産（100ｇ）

380円
（税抜）

（税込価格410.40円）

宮崎県産他（1袋）

ピーマン 128円（税抜）
（税込価格138.24円）群馬県産（1袋）

ポリなす 258円（税抜）
（税込価格278.64円）

フィリピン産（1袋）

甘熟王 258円（税抜）
（税込価格278.64円）茨城県産他（1袋）

ほうれん草 198円（税抜）
（税込価格213.84円）

鹿児島県産他（1袋）

新じゃがいも
358円（税抜）
（税込価格386.64円）

徳島県産他（1コ）

ブロッコリー
198円（税抜）
（税込価格213.84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）

かぼちゃ
ニュージーランド産（¼カット・1コ） 128円（税抜）

（税込価格138.24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）

豚モモ切落し
国内産（100ｇ）

148円
（税抜）

（税込価格159.84円）

豚ロース焼肉用
国内産（100g）

218円
（税抜）

（税込価格235.44円）

ヤマザキ（各1コ）

大きなツインシュー88円（税抜）
（税込価格95.04円）

徳用餃子
シンセイ食品（1パック）

198円
（税抜）

（税込価格213.84円）

ゴールデンカレー 各種
エスビー（198ｇ・1箱）

ゴールデンハヤシ　
エスビー（193ｇ・1箱）

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）

若鶏モモ肉
国内産（100ｇ）

98円
（税抜）

（税込価格105.84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）

カレイの唐揚
（1枚）

150円
（税抜）

（税込価格162.00円）

ミツカン（1.8ℓ・1本）

追いがつおつゆの素

（税込価格1080.00円）（税込価格419.04円）
1,000円（税抜）388円（税抜）

マイルドカフェオレ
グリコ（500㎖・1本）

88円（税抜）
（税込価格95.04円）

白身魚フライ
（4枚・1パック）

200円
（税抜）

（税込価格216.00円）

国内産（100ｇ）

豚挽肉

88円
（税抜）

（税込価格95.04円）

マック（5枚入・1袋）

油揚げ

98円
（税抜）

（税込価格105.84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）

かつおたくあん
ハヤシ漬物店（1パック）

168円（税抜）
（税込価格181.44円）

タコぶつ切り
北海道産（100ｇ）

178円（税抜）
（税込価格192.24円）

切身カレイ焼き魚
アメリカ産（3枚）

298円（税抜）
（税込価格321.84円）

ラ王  各種
日清食品（5食入・1袋）

298円
（税抜）

（税込価格321.84円）

とりもも唐揚
（1パック）

380円
（税抜）

（税込価格410.40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）

ベビーホタテ（生食用）
北海道産（100ｇ）

178円（税抜）
（税込価格192.24円）

カツオタタキ
静岡県産（100ｇ）

148円（税抜）
（税込価格159.84円）398円

（税抜）

冷やし中華
（1コ）

（税込価格429.84円） 永谷園（1袋）

すし太郎 黒酢入り

188円
（税抜）

（税込価格203.04円）大塚（10本入・1カートン）

オロナミンC

598円
（税抜）

（税込価格645.84円）

108円
（税抜）

（税込価格116.64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）

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

5 5

55

8

5 7

6

惣菜コーナー

お一人様
2パック限り

豚モモ切落し
国内産（100ｇ）

148円
（税抜）

（税込価格159.84円）

もめん豆腐
かごや（1パック） 68円（税抜）

（税込価格73.44円）

マイルドカフェオレ
グリコ（500㎖・1本）

88円（税抜）
（税込価格95.04円）

焼とうふ
かごや（1パック） 98円（税抜）

（税込価格105.84円）

豚ロース焼肉用
国内産（100g）

218円
（税抜）

（税込価格235.44円）

お一人様
2袋限り

ベビーホタテ（生食用）
北海道産（100ｇ）

178円（税抜）
（税込価格192.24円）

カツオタタキ
静岡県産（100ｇ）

148円（税抜）
（税込価格159.84円）

かつおたくあん
ハヤシ漬物店（1パック）

168円（税抜）
（税込価格181.44円）

タコぶつ切り
北海道産（100ｇ）

178円（税抜）
（税込価格192.24円）

切身カレイ焼き魚
アメリカ産（3枚）

298円（税抜）
（税込価格321.84円）

鹿児島県産他（1袋）

新じゃがいも
358円（税抜）
（税込価格386.64円）

徳島県産他（1コ）

ブロッコリー
198円（税抜）
（税込価格213.84円）

宮崎県産他（1袋）

ピーマン 128円（税抜）
（税込価格138.24円）群馬県産（1袋）

ポリなす 258円（税抜）
（税込価格278.64円）

ヤマザキ（各1コ）

大きなツインシュー88円（税抜）
（税込価格95.04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）

かぼちゃ
ニュージーランド産（¼カット・1コ） 128円（税抜）

（税込価格138.24円）398円
（税抜）

冷やし中華
（1コ）

（税込価格429.84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） 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）

数量
限定 白身魚フライ

（4枚・1パック）

200円
（税抜）

（税込価格216.00円）

フィリピン産（1袋）

甘熟王 258円（税抜）
（税込価格278.64円）茨城県産他（1袋）

ほうれん草 198円（税抜）
（税込価格213.84円）

国内産（100ｇ）

豚挽肉

88円
（税抜）

（税込価格95.04円）

マック（5枚入・1袋）

油揚げ

98円
（税抜）

（税込価格105.84円）

徳用餃子
シンセイ食品（1パック）

198円
（税抜）

（税込価格213.84円）

ラ王  各種
日清食品（5食入・1袋）

298円
（税抜）

（税込価格321.84円）

お一人様
2箱限り

ゴールデンカレー 各種
エスビー（198ｇ・1箱）

ゴールデンハヤシ　
エスビー（193ｇ・1箱）

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）

若鶏モモ肉
国内産（100ｇ）

98円
（税抜）

（税込価格105.84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）

カレイの唐揚
（1枚）

150円
（税抜）

（税込価格162.00円）

お刺身サーモン
チリ産（100ｇ）

380円
（税抜）

（税込価格410.40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）

とりもも唐揚
（1パック）

380円
（税抜）

（税込価格410.40円）

永谷園（1袋）

すし太郎 黒酢入り

188円
（税抜）

（税込価格203.04円）大塚（10本入・1カートン）

オロナミンC

598円
（税抜）

（税込価格645.84円）

198セール！
円均一

（税込価格213.84円）

お一人様
1カートン
限り

3
本

ミツカン（1.8ℓ・1本）

追いがつおつゆの素

（税込価格1080.00円）（税込価格419.04円）
1,000円（税抜）388円（税抜）1

本

しそ風味国産鶏　鶏つくね串
ケイエス（1袋）

減塩4種の和惣菜
ニッスイ（1袋）

海老フライ
トロナ（1袋）

冷凍食品

しそ風味国産鶏　鶏つくね串
ケイエス（1袋）

減塩4種の和惣菜
ニッスイ（1袋）

海老フライ
トロナ（1袋）

冷凍食品

表示価格の
オール4割引！！

アイスクリーム
（ファミリアは除きます）

表示価格の
オール4割引！！

アイスクリーム
（ファミリアは除きます）

羽 茂 店
TEL 88-2610

毎
日
が
　
特
売
日
！！

毎
日
が
　
特
売
日
！！

うれしい


	2021_05050508z_O_web.pdf
	2021_05050508z_U_web.pdf

