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日だけのお買得品 3金
日4土

日だけのお買得品

158円（税抜）
しめじしめじ
ホクト（1袋）ホクト（1袋）

（税込価格170.64円）
128円（税抜）
長ネギ長ネギ
羽茂産（1束）羽茂産（1束）

（税込価格138.24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）
198円（税抜）
人参人参
埼玉、茨城県産（1袋）埼玉、茨城県産（1袋）

（税込価格213.84円）

88円（税抜）
えのき
新潟県産他（1袋）新潟県産他（1袋）

（税込価格95.04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）

178円（税抜）
まいたけ
ホクト（1袋）ホクト（1袋）

（税込価格192.24円）

398円（税抜）
みかん
和歌山県産（1袋）和歌山県産（1袋）

（税込価格429.84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）

いちご
栃木県産他（1パック）栃木県産他（1パック）

698円
（税抜）

（税込価格753.84円）

88円（税抜）
バタークッキー
チョコチップクッキー

ブルボン（各1箱）ブルボン（各1箱）

（税込価格95.04円）

398円（税抜）
豚バラ豚汁用豚バラ豚汁用豚バラ豚汁用
国内産（230ｇ・1パック）国内産（230ｇ・1パック）国内産（230ｇ・1パック）

豚バラ豚汁用豚バラ豚汁用
国内産（230ｇ・1パック）国内産（230ｇ・1パック）

（税込価格429.84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）
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）
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）

198円（税抜）
吉野家キムチ吉野家キムチ
備後漬物（1パック）備後漬物（1パック）

（税込価格213.84円）
298円（税抜）
深煎りごまドレッシング深煎りごまドレッシング
キューピー（380㎖・1本）キューピー（380㎖・1本）

（税込価格321.84円）

228円（税抜）
豚ロースカツ用豚ロースカツ用豚ロースカツ用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

豚ロースカツ用豚ロースカツ用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格246.24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）
268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289.44円）
158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170.64円）

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

（税込価格278.64円）
88円（税抜）
マイルドカフェオレマイルドカフェオレ
グリコ（500㎖・1本）グリコ（500㎖・1本）

（税込価格95.04円）
98円（税抜）
松茸の味  お吸い物松茸の味  お吸い物
永谷園（4食入・1パック）永谷園（4食入・1パック）

（税込価格105.84円）

98円（税抜）
なめらかプリン
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）

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

（税込価格968.00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）

1,980円（税抜）
ビッグマンビッグマン
合同酒精（4ℓ・1本）合同酒精（4ℓ・1本）

（税込価格2178.00円）

268円（税抜）
チャミスル 各種チャミスル 各種
ジンロ（各360㎖・1本）ジンロ（各360㎖・1本）

（税込価格294.80円）

88円（税抜）
午後の紅茶  
ミルクティプラス

キリン（500㎖・1本）キリン（500㎖・1本）

（税込価格95.04円）98円（税抜）
結びしらたき
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105.84円）

228円（税抜）
わが家はすき焼屋さん
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）

218円（税抜）
昆布ポン酢
ヤマサ（500㎖・1本）ヤマサ（500㎖・1本）

（税込価格235.44円）

128円（税抜）
パイの実
ロッテ（各1箱）ロッテ（各1箱）

（税込価格138.24円）

85円（税抜）
アルフォート
ブルボン（各1箱）ブルボン（各1箱）

（税込価格91.80円）
148円（税抜）
アロエヨーグルト 2連
森永乳業（80ｇ×2・1パック）森永乳業（80ｇ×2・1パック）

（税込価格159.84円）

238円（税抜）
鮮度生活  絹しょうゆ
鮮度生活  絹しょうゆ  減塩

ヤマサ（450㎖・1本）ヤマサ（450㎖・1本）

（税込価格257.04円）

750円（税抜）
はるオンパックス 30P
エステー（1箱）エステー（1箱）

（税込価格825.00円）
600円（税抜）
はるオンパックス
ミニ 30P

エステー（1箱）エステー（1箱）

（税込価格660.00円）

ほっとレモン希釈用
アサヒ飲料（470㎖・1本）アサヒ飲料（470㎖・1本）

298円
（税抜）

（税込価格321.84円）

398円（税抜）
トイレットロールトイレットロール
（シングル、ダブル）（シングル、ダブル）

エリエール（各12ロール・1袋）エリエール（各12ロール・1袋）

（税込価格437.80円）

68円（税抜）
濃いヨーグルト  ねっとろ～り濃いヨーグルト  ねっとろ～り
（プレーン・いちご）（プレーン・いちご）

高梨乳業（各60ｇ・1コ）高梨乳業（各60ｇ・1コ）

（税込価格73.44円）

黒ラベル黒ラベル黒ラベル黒ラベル黒ラベル

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）

冬物語冬物語冬物語冬物語冬物語

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）

プチっと鍋  各種
エバラ（1袋）エバラ（1袋）

238円
（税抜）

（税込価格 257.04円）

268円（税抜）
ももハム
高崎ハム（193ｇ・1パック）高崎ハム（193ｇ・1パック）

（税込価格289.44円）

258円（税抜）
おでん袋（9種18個）
堀川（1袋）堀川（1袋）

（税込価格278.64円）

428円（税抜）
とろけるミックスチーズ
QBB（320ｇ・1袋）QBB（320ｇ・1袋）

（税込価格462.24円）
98円各

（税抜）

買適ミニかまぼこ
堀川（77ｇ・1コ）堀川（77ｇ・1コ）
さつま揚げ
堀川（6枚入・1パック）堀川（6枚入・1パック）

（税込価格105.84円）

398円（税抜）
シャウエッセンシャウエッセン
日本ハム（127ｇ×2・1束）日本ハム（127ｇ×2・1束）

（税込価格429.84円）

168円（税抜）
冷凍ホタテ
北海道産（100ｇ）北海道産（100ｇ）

（税込価格181.44 円）
480円（税抜）
タラミリンタラミリン
北海道産（1パック）北海道産（1パック）

（税込価格518.40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

（1パック）（1パック）

（税込価格410.40円）

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

（税込価格968.00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）

1,980円（税抜）
ビッグマンビッグマン
合同酒精（4ℓ・1本）合同酒精（4ℓ・1本）

（税込価格2178.00円）

268円（税抜）
チャミスル 各種チャミスル 各種
ジンロ（各360㎖・1本）ジンロ（各360㎖・1本）

（税込価格294.80円）

88円（税抜）
えのき
新潟県産他（1袋）新潟県産他（1袋）

（税込価格95.04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）

178円（税抜）
まいたけ
ホクト（1袋）ホクト（1袋）

（税込価格192.24円）

398円（税抜）
みかん
和歌山県産（1袋）和歌山県産（1袋）

（税込価格429.84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）

268円（税抜）
ももハム
高崎ハム（193ｇ・1パック）高崎ハム（193ｇ・1パック）

（税込価格289.44円）

88円（税抜）
午後の紅茶  
ミルクティプラス

キリン（500㎖・1本）キリン（500㎖・1本）

（税込価格95.04円）

258円（税抜）
おでん袋（9種18個）
堀川（1袋）堀川（1袋）

（税込価格278.64円）

98円（税抜）
結びしらたき
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105.84円）

228円（税抜）
わが家はすき焼屋さん
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）

218円（税抜）
昆布ポン酢
ヤマサ（500㎖・1本）ヤマサ（500㎖・1本）

（税込価格235.44円）

128円（税抜）
パイの実
ロッテ（各1箱）ロッテ（各1箱）

（税込価格138.24円）

85円（税抜）
アルフォート
ブルボン（各1箱）ブルボン（各1箱）

（税込価格91.80円）

98円（税抜）
なめらかプリン
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）

428円（税抜）
とろけるミックスチーズ
QBB（320ｇ・1袋）QBB（320ｇ・1袋）

（税込価格462.24円）

148円（税抜）
アロエヨーグルト 2連
森永乳業（80ｇ×2・1パック）森永乳業（80ｇ×2・1パック）

（税込価格159.84円）

238円（税抜）
鮮度生活  絹しょうゆ
鮮度生活  絹しょうゆ  減塩

ヤマサ（450㎖・1本）ヤマサ（450㎖・1本）

（税込価格257.04円）

88円（税抜）
バタークッキー
チョコチップクッキー

ブルボン（各1箱）ブルボン（各1箱）

（税込価格95.04円）

750円（税抜）
はるオンパックス 30P
エステー（1箱）エステー（1箱）

（税込価格825.00円）
600円（税抜）
はるオンパックス
ミニ 30P

エステー（1箱）エステー（1箱）

（税込価格660.00円）

98円各
（税抜）

買適ミニかまぼこ
堀川（77ｇ・1コ）堀川（77ｇ・1コ）
さつま揚げ
堀川（6枚入・1パック）堀川（6枚入・1パック）

（税込価格105.84円）

398円（税抜）
シャウエッセンシャウエッセン
日本ハム（127ｇ×2・1束）日本ハム（127ｇ×2・1束）

（税込価格429.84円）

168円（税抜）
冷凍ホタテ
北海道産（100ｇ）北海道産（100ｇ）

（税込価格181.44 円）
480円（税抜）
タラミリンタラミリン
北海道産（1パック）北海道産（1パック）

（税込価格518.40円）

いちご
栃木県産他（1パック）栃木県産他（1パック）

698円
（税抜）

（税込価格753.84円）

プチっと鍋  各種
エバラ（1袋）エバラ（1袋）

238円
（税抜）

（税込価格 257.04円）

ほっとレモン希釈用
アサヒ飲料（470㎖・1本）アサヒ飲料（470㎖・1本）

298円
（税抜）

（税込価格321.84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

（1パック）（1パック）

（税込価格410.40円）
398円（税抜）
トイレットロールトイレットロール
（シングル、ダブル）（シングル、ダブル）

エリエール（各12ロール・1袋）エリエール（各12ロール・1袋）

（税込価格437.80円）

68円（税抜）
濃いヨーグルト  ねっとろ～り濃いヨーグルト  ねっとろ～り
（プレーン・いちご）（プレーン・いちご）

高梨乳業（各60ｇ・1コ）高梨乳業（各60ｇ・1コ）

（税込価格73.44円）

228円（税抜）
豚ロースカツ用豚ロースカツ用豚ロースカツ用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

豚ロースカツ用豚ロースカツ用
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格246.24円）
398円（税抜）
豚バラ豚汁用豚バラ豚汁用豚バラ豚汁用
国内産（230ｇ・1パック）国内産（230ｇ・1パック）国内産（230ｇ・1パック）

豚バラ豚汁用豚バラ豚汁用
国内産（230ｇ・1パック）国内産（230ｇ・1パック）

（税込価格429.84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）
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）
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）
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）
268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289.44円）
158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170.64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）
198円（税抜）
人参人参
埼玉、茨城県産（1袋）埼玉、茨城県産（1袋）

（税込価格213.84円）
158円（税抜）
しめじしめじ
ホクト（1袋）ホクト（1袋）

（税込価格170.64円）
128円（税抜）
長ネギ長ネギ
羽茂産（1束）羽茂産（1束）

（税込価格138.24円）
258円（税抜）
割烹茶わんむし割烹茶わんむし
みやけ（4個入・1パック）みやけ（4個入・1パック）

（税込価格278.64円）
88円（税抜）
マイルドカフェオレマイルドカフェオレ
グリコ（500㎖・1本）グリコ（500㎖・1本）

（税込価格95.04円）
98円（税抜）
松茸の味  お吸い物松茸の味  お吸い物
永谷園（4食入・1パック）永谷園（4食入・1パック）

（税込価格105.84円）
198円（税抜）
吉野家キムチ吉野家キムチ
備後漬物（1パック）備後漬物（1パック）

（税込価格213.84円）
298円（税抜）
深煎りごまドレッシング深煎りごまドレッシング
キューピー（380㎖・1本）キューピー（380㎖・1本）

（税込価格321.84円）

黒ラベル黒ラベル黒ラベル黒ラベル黒ラベル

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）

冬物語冬物語冬物語冬物語冬物語

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）

お知らせ

12月1日（水）は
棚卸のため、
午前中を休業さ
せていただきます。

開店時間は正
午の予定となります。
なお、ATMは通常通り
稼働いたします。大変
ご迷惑をお掛けいたし
ますが、何卒ご了承く
ださいませ。

棚卸休業の
お知らせ

12月1水
日 4土

日 4日間のお買得品～
12月

1 4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。

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。

風邪を  
吹き飛ばせ！

お
い

く
し
い
お

く
し

風邪を  
吹き飛ばせ！



 
 

 
 

 
 

愛知、千葉県産（1玉）

キャベツ
178円

（税抜）

（税込価格192.24円）

メキシコ産（¼カット）

かぼちゃ

138円
（税抜）

（税込価格149.04円）

国内産（330ｇ・1パック））

豚モモしゃぶしゃぶ用

480円
（税抜）

（税込価格518.40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）

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）

小松菜 108円（税抜）
（税込価格116.64円）

茨城県産他（¼カット）

白菜 98円（税抜）
（税込価格105.84円）

新潟県産他（1パック）

しいたけ 188円（税抜）
（税込価格203.04円）

れんこん
新潟県産（100ｇ）

68円
（税抜）

（税込価格73.44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）

（税込価格378.00円）

ネギトロ
太平洋産（1パック）

350円（税抜）
（税込価格203.04円）

餃子各種
紀文（各1パック）

188円各
（税抜）

若鶏モモ肉
国内産（100ｇ）

98円
（税抜）

（税込価格105.84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）

398円（税抜）
鍋焼うどん

（1コ）

（税込価格429.84円）

マルちゃん正麵  各種

298円
（税抜）

（税込価格321.84円）

東洋水産（5食入・1袋）

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）

タコボウシ
北海道産（100ｇ）

178円（税抜）
（税込価格192.24円）

350円
（税抜）

若鶏香り揚
（5コ）

（税込価格 378.00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） （税込価格213.84円）

煮物セット
マック（1パック）

198円（税抜）
ハウス（180ｇ・1箱）

シチュークリーム

（税込価格203.04円）
188円

（税抜）

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）

生食用ベビーホタテ
北海道産（100ｇ）

178円（税抜）
（税込価格192.24円）

白身魚フライ
（5コ）

250円
（税抜）

（税込価格270.00円）

牛切落しミックス
国内産（240ｇ・1パック）

480円
（税抜）

（税込価格518.40円）

ハヤシ漬物店（1パック）

かつおたくあん 168円（税抜）
（税込価格181.44円）

シーチキン  マイルド
シーチキン Lフレーク

298円
（税抜）

（税込価格321.84円）

はごろも（3缶パック）

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）

カツオタタキ
静岡県産（100ｇ）　

148円
（税抜）

（税込価格159.84円）

塩サバ
ノルウェー産（1尾）

398円
（税抜）

（税込価格429.84円）

198円
（税抜）

むかしコロッケ
（5コ・1パック）

（野菜、むかし、ハニーコーン）

（税込価格213.84円）

豚肩ロース生姜焼用
国内産（100ｇ）

188円
（税抜）

（税込価格203.04円）

円
（税込価格213.84円）

198（税抜）

キューピー（400ｇ・1本）

ハーフ

円
（税込価格213.84円）

198（税抜）

キューピー（450ｇ・1本）

マヨネーズ

198セール！
円均一

（税込価格213.84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12 12

1212

4

1 3

2

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）

カツオタタキ
静岡県産（100ｇ）　

148円
（税抜）

（税込価格159.84円）

塩サバ
ノルウェー産（1尾）

398円
（税抜）

（税込価格429.84円）

タコボウシ
北海道産（100ｇ）

178円（税抜）
（税込価格192.24円）

生食用ベビーホタテ
北海道産（100ｇ）

178円（税抜）
（税込価格192.24円）

茨城県産他（¼カット）

白菜 98円（税抜）
（税込価格105.84円）

れんこん
新潟県産（100ｇ）

68円
（税抜）

（税込価格73.44円）

198円
（税抜）

むかしコロッケ
（5コ・1パック）

（野菜、むかし、ハニーコーン）

（税込価格213.84円）

惣菜コーナー

350円
（税抜）

若鶏香り揚
（5コ）

（税込価格 378.00円）

惣菜コーナー

白身魚フライ
（5コ）

250円
（税抜）

（税込価格270.00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）

小松菜 108円（税抜）
（税込価格116.64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）

（税込価格378.00円）

ネギトロ
太平洋産（1パック）

350円（税抜）
（税込価格203.04円）

餃子各種
紀文（各1パック）

188円各
（税抜）

（税込価格213.84円）

煮物セット
マック（1パック）

198円（税抜）

若鶏モモ肉
国内産（100ｇ）

98円
（税抜）

（税込価格105.84円）

豚肩ロース生姜焼用
国内産（100ｇ）

188円
（税抜）

（税込価格203.04円）

牛切落しミックス
国内産（240ｇ・1パック）

480円
（税抜）

（税込価格518.40円）

新潟県産他（1パック）

しいたけ 188円（税抜）
（税込価格203.04円）

ハヤシ漬物店（1パック）

かつおたくあん 168円（税抜）
（税込価格181.44円）

愛知、千葉県産（1玉）

キャベツ
178円

（税抜）

（税込価格192.24円）

メキシコ産（¼カット）

かぼちゃ

138円
（税抜）

（税込価格149.04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）

398円（税抜）
鍋焼うどん

（1コ）

（税込価格429.84円）

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

ハウス（180ｇ・1箱）

シチュークリーム

（税込価格203.04円）
188円

（税抜）
お一人様
2箱限り

お一人様
2箱限り

円
（税込価格213.84円）

198（税抜）

キューピー（400ｇ・1本）

ハーフ

円
（税込価格213.84円）

198（税抜）

キューピー（450ｇ・1本）

マヨネーズ
お一人様
2本限り

お一人様
2本限り

お一人様
2パック限り

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

マルちゃん正麵  各種

298円
（税抜）

（税込価格321.84円）

東洋水産（5食入・1袋）

お一人様
2袋限り

シーチキン  マイルド
シーチキン Lフレーク

298円
（税抜）

（税込価格321.84円）

はごろも（3缶パック）

国内産（330ｇ・1パック））

豚モモしゃぶしゃぶ用

480円
（税抜）

（税込価格518.40円）

5種の野菜入りコロッケ
トロナ（1袋）

エビチリ
日本ハム（1袋）

国産野菜入りつくね串（照焼）
ケイエス（1袋）

冷凍食品

5種の野菜入りコロッケ
トロナ（1袋）

エビチリ
日本ハム（1袋）

国産野菜入りつくね串（照焼）
ケイエス（1袋）

冷凍食品

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）
108円

（税抜）

（税込価格116.64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 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）

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）

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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