
8水
日 9木

日だけのお買得品 10金
日11土

日だけのお買得品

柔らかひれかつ（冷凍）
ニチレイ（10枚入・1袋）ニチレイ（10枚入・1袋）

398円
（税抜）

（税込価格429.84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）
198円（税抜）
小松菜小松菜
茨城県産（1袋）茨城県産（1袋）

（税込価格213.84円）
278円（税抜）
トマトトマト
北海道産他（1パック）北海道産他（1パック）

（税込価格300.24円）
198円（税抜）
大根大根
北海道産（1本）北海道産（1本）

（税込価格213.84円）

128円（税抜）
しめじ
ホクト（1袋）ホクト（1袋）

（税込価格138.24円）580円（税抜）
豊水
栃木県産 他（1パック）栃木県産 他（1パック）

（税込価格626.40円）

いちじく
新潟県産 他（1パック）新潟県産 他（1パック）

498円
（税抜）

（税込価格537.84円）

178円（税抜）
洗ごぼう
新潟県産（1本）新潟県産（1本）

（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）

298円（税抜）
つがる
青森県産（1パック）青森県産（1パック）

（税込価格321.84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）

138円（税抜）
ブルガリアヨーグルト
ブルガリアヨーグルト 脂肪0

明治（400ｇ・1コ）明治（400ｇ・1コ）

（税込価格149.04円）
208円（税抜）
ネオソフトネオソフト
雪印メグミルク（300ｇ・1箱）雪印メグミルク（300ｇ・1箱）

（税込価格224.64円）
288円（税抜）
キャンディチーズキャンディチーズ
QBB（130ｇ・1袋）QBB（130ｇ・1袋）

（税込価格311.04円）

120円（税抜）
カレーパンカレーパンカレーパンカレーパンカレーパン

（1コ）（1コ）

（税込価格129.60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）
108円（税抜）
若鶏ササミ
パン粉焼用（各種）
若鶏ササミ
パン粉焼用（各種）
若鶏ササミ
パン粉焼用（各種）

国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

若鶏ササミ
パン粉焼用（各種）
若鶏ササミ
パン粉焼用（各種）

国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格116.64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）

198円（税抜）
生味噌汁  あさげ徳用
生味噌汁  ゆうげ徳用
生味噌汁  あさげ徳用
生味噌汁  ゆうげ徳用

永谷園（10食入・1袋）永谷園（10食入・1袋）

（税込価格213.84円）
108円（税抜）
釜揚うどん釜揚うどん
イリサワ（3食入・1袋）イリサワ（3食入・1袋）

（税込価格116.64円）

120円（税抜）
ドーナツ（あん）ドーナツ（あん）ドーナツ（あん）ドーナツ（あん）ドーナツ（あん）

（1コ）（1コ）

（税込価格129.60円）

178円（税抜）
豚バラブロック豚バラブロック豚バラブロック
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

豚バラブロック豚バラブロック
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格192.24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）
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）
128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138.24円）

168円（税抜）
ジャンボおかず焼売ジャンボおかず焼売
シンセイ食品（10コ入・1パック）シンセイ食品（10コ入・1パック）

（税込価格181.44円）
248円（税抜）
毎朝快調ヨーグルト毎朝快調ヨーグルト
チチヤス（80ｇ×6・1パック）チチヤス（80ｇ×6・1パック）

（税込価格267.84円）
138円（税抜）
おうち食堂　各種おうち食堂　各種
丸美屋（140ｇ・1箱）丸美屋（140ｇ・1箱）

（税込価格149.04円）

480円（税抜）
百年の誉百年の誉
キング醸造（1.8ℓ・1本）キング醸造（1.8ℓ・1本）

（税込価格518.40円）

1,680円（税抜）
もっとちょう大もっとちょう大
菊川（4ℓ・1本）菊川（4ℓ・1本）

（税込価格1848.00円）

1,380円（税抜）
いいちこ  パックいいちこ  パック
三和（1.8ℓ・1本）三和（1.8ℓ・1本）

（税込価格1518.00円）

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

（税込価格294.80円）

108円（税抜）
ピザポテト
辛いピザポテト

カルビー（各1袋）カルビー（各1袋）

（税込価格116.64円）

298円（税抜）
料理用白だし料理用白だし
テンヨ（500㎖・1本）テンヨ（500㎖・1本）

（税込価格321.84円）

188円（税抜）
マルちゃん正麺  各種マルちゃん正麺  各種
東洋水産（1袋）東洋水産（1袋）

（税込価格203.04円）

248円（税抜）
ふわふわパンケーキミックスふわふわパンケーキミックス
森永乳業（170ｇ・1袋）森永乳業（170ｇ・1袋）

（税込価格267.84円）

78円（税抜）
ぎゅっと濃い十六茶ぎゅっと濃い十六茶
アサヒ飲料（630㎖・1本）アサヒ飲料（630㎖・1本）

（税込価格84.24円）

68円（税抜）
ボス  本命の一服ボス  本命の一服
サントリー（185ｇ・1本）サントリー（185ｇ・1本）

（税込価格73.44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）
88円（税抜）
ビーノビーノ
東ハト（各1袋）東ハト（各1袋）

（税込価格95.04円）

88円（税抜）
通しゃんせ 排水口用通しゃんせ 排水口用
セイケツネットワーク（50枚・1袋）セイケツネットワーク（50枚・1袋）

通しゃんせネット 
三角コーナー用
通しゃんせネット 
三角コーナー用

セイケツネットワーク（35枚・1袋）セイケツネットワーク（35枚・1袋）

（税込価格96.80円）

108円（税抜）
ポリエチレンラップポリエチレンラップ
エーコープ（30㎝×5ｍ・1本）エーコープ（30㎝×5ｍ・1本）

（税込価格118.80円）

混ぜ込みわかめ 各種
丸美屋（1袋）丸美屋（1袋）

98円
（税抜）

（税込価格105.84円）

クリアアサヒクリアアサヒクリアアサヒクリアアサヒクリアアサヒ

698円（税抜）
アサヒ（350㎖×6）アサヒ 350㎖×6

アサヒ（500㎖×6）アサヒ 500㎖×6

982円（税抜）
（税込価格767.80円）

（税込価格1080.20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）

198円（税抜）
お魚厚揚
白身魚揚

一正（1パック）一正（1パック）

（税込価格213.84円）

298円（税抜）
味の主演ウインナー味の主演ウインナー
丸大食品（262ｇ・1袋）丸大食品（262ｇ・1袋）

（税込価格321.84円）

1,280円（税抜）
塩マス塩マス
北海道産（1尾）北海道産（1尾）

（税込価格1382.40円）

480円（税抜）
ムキエビムキエビ
インドネシア産（300ｇ・1袋）インドネシア産（300ｇ・1袋）

（税込価格518.40円）

218円（税抜）
おまかせ酢おまかせ酢
ヤマサ（500㎖・1本）ヤマサ（500㎖・1本）

（税込価格235.44円）

298円（税抜）
揚げもち揚げもち揚げもち揚げもち揚げもち

（3本）（3本）

（税込価格321.84円）

270円（税抜）
原宿ドック原宿ドック原宿ドック原宿ドック原宿ドック

（3本）（3本）

（チーズ、ココア、バナナ）（チーズ、ココア、バナナ）

（税込価格291.60円）

68円（税抜）
田舎っぺこんにゃく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）

480円（税抜）
百年の誉百年の誉
キング醸造（1.8ℓ・1本）キング醸造（1.8ℓ・1本）

（税込価格518.40円）

1,680円（税抜）
もっとちょう大もっとちょう大
菊川（4ℓ・1本）菊川（4ℓ・1本）

（税込価格1848.00円）

1,380円（税抜）
いいちこ  パックいいちこ  パック
三和（1.8ℓ・1本）三和（1.8ℓ・1本）

（税込価格1518.00円）

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

（税込価格294.80円）

各198円各
（税抜）

お魚厚揚
白身魚揚

一正（1パック）一正（1パック）

（税込価格213.84円）

138円（税抜）
ブルガリアヨーグルト
ブルガリアヨーグルト 脂肪0

明治（400ｇ・1コ）明治（400ｇ・1コ）

（税込価格149.04円）

108円（税抜）
ピザポテト
辛いピザポテト

カルビー（各1袋）カルビー（各1袋）

（税込価格116.64円）

128円（税抜）
しめじ
ホクト（1袋）ホクト（1袋）

（税込価格138.24円）580円（税抜）
豊水
栃木県産 他（1パック）栃木県産 他（1パック）

（税込価格626.40円）

298円（税抜）
味の主演ウインナー味の主演ウインナー
丸大食品（262ｇ・1袋）丸大食品（262ｇ・1袋）

（税込価格321.84円）

1,280円（税抜）
塩マス塩マス
北海道産（1尾）北海道産（1尾）

（税込価格1382.40円）

480円（税抜）
ムキエビムキエビ
インドネシア産（300ｇ・1袋）インドネシア産（300ｇ・1袋）

（税込価格518.40円）

208円（税抜）
ネオソフトネオソフト
雪印メグミルク（300ｇ・1箱）雪印メグミルク（300ｇ・1箱）

（税込価格224.64円）
288円（税抜）
キャンディチーズキャンディチーズ
QBB（130ｇ・1袋）QBB（130ｇ・1袋）

（税込価格311.04円）

218円（税抜）
おまかせ酢おまかせ酢
ヤマサ（500㎖・1本）ヤマサ（500㎖・1本）

（税込価格235.44円）
298円（税抜）
料理用白だし料理用白だし
テンヨ（500㎖・1本）テンヨ（500㎖・1本）

（税込価格321.84円）

188円（税抜）
マルちゃん正麺  各種マルちゃん正麺  各種
東洋水産（1袋）東洋水産（1袋）

（税込価格203.04円）

248円（税抜）
ふわふわパンケーキミックスふわふわパンケーキミックス
森永乳業（170ｇ・1袋）森永乳業（170ｇ・1袋）

（税込価格267.84円）

78円（税抜）
ぎゅっと濃い十六茶ぎゅっと濃い十六茶
アサヒ飲料（630㎖・1本）アサヒ飲料（630㎖・1本）

（税込価格84.24円）

68円（税抜）
ボス  本命の一服ボス  本命の一服
サントリー（185ｇ・1本）サントリー（185ｇ・1本）

（税込価格73.44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）
88円（税抜）
ビーノビーノ
東ハト（各1袋）東ハト（各1袋）

（税込価格95.04円）

88円（税抜）
通しゃんせ 排水口用通しゃんせ 排水口用
セイケツネットワーク（50枚・1袋）セイケツネットワーク（50枚・1袋）

通しゃんせネット 
三角コーナー用
通しゃんせネット 
三角コーナー用

セイケツネットワーク（35枚・1袋）セイケツネットワーク（35枚・1袋）

（税込価格96.80円）

108円（税抜）
ポリエチレンラップポリエチレンラップ
エーコープ（30㎝×5ｍ・1本）エーコープ（30㎝×5ｍ・1本）

（税込価格118.80円）

惣菜コーナー

298円（税抜）
揚げもち揚げもち揚げもち揚げもち揚げもち

（3本）（3本）

（税込価格321.84円）

惣菜コーナー

270円（税抜）
原宿ドック原宿ドック原宿ドック原宿ドック原宿ドック

（3本）（3本）

（チーズ、ココア、バナナ）（チーズ、ココア、バナナ）

（税込価格291.60円）

68円（税抜）
田舎っぺこんにゃく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）

惣菜コーナー

120円（税抜）
ドーナツ（あん）ドーナツ（あん）ドーナツ（あん）ドーナツ（あん）ドーナツ（あん）

（1コ）（1コ）

（税込価格129.60円）

178円（税抜）
豚バラブロック豚バラブロック豚バラブロック
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

豚バラブロック豚バラブロック
国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格192.24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）
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）
128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138.24円）

278円（税抜）
トマトトマト
北海道産他（1パック）北海道産他（1パック）

（税込価格300.24円）
198円（税抜）
大根大根
北海道産（1本）北海道産（1本）

（税込価格213.84円）
168円（税抜）
ジャンボおかず焼売ジャンボおかず焼売
シンセイ食品（10コ入・1パック）シンセイ食品（10コ入・1パック）

（税込価格181.44円）
248円（税抜）
毎朝快調ヨーグルト毎朝快調ヨーグルト
チチヤス（80ｇ×6・1パック）チチヤス（80ｇ×6・1パック）

（税込価格267.84円）
138円（税抜）
おうち食堂　各種おうち食堂　各種
丸美屋（140ｇ・1箱）丸美屋（140ｇ・1箱）

（税込価格149.04円）

惣菜コーナー

120円（税抜）
カレーパンカレーパンカレーパンカレーパンカレーパン

（1コ）（1コ）

（税込価格129.60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）
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）
108円（税抜）
若鶏ササミ
パン粉焼用（各種）
若鶏ササミ
パン粉焼用（各種）
若鶏ササミ
パン粉焼用（各種）

国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

若鶏ササミ
パン粉焼用（各種）
若鶏ササミ
パン粉焼用（各種）

国内産（100ｇ）国内産（100ｇ）

（税込価格116.64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）

198円（税抜）
生味噌汁  あさげ徳用
生味噌汁  ゆうげ徳用
生味噌汁  あさげ徳用
生味噌汁  ゆうげ徳用

永谷園（10食入・1袋）永谷園（10食入・1袋）

（税込価格213.84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）
198円（税抜）
小松菜小松菜
茨城県産（1袋）茨城県産（1袋）

（税込価格213.84円）
108円（税抜）
釜揚うどん釜揚うどん
イリサワ（3食入・1袋）イリサワ（3食入・1袋）

（税込価格116.64円）

柔らかひれかつ（冷凍）
ニチレイ（10枚入・1袋）ニチレイ（10枚入・1袋）

398円
（税抜）

（税込価格429.84円）

いちじく
新潟県産 他（1パック）新潟県産 他（1パック）

498円
（税抜）

（税込価格537.84円）

混ぜ込みわかめ 各種
丸美屋（1袋）丸美屋（1袋）

98円
（税抜）

（税込価格105.84円）

クリアアサヒクリアアサヒクリアアサヒクリアアサヒクリアアサヒ

698円（税抜）
アサヒ（350㎖×6）アサヒ 350㎖×6

アサヒ（500㎖×6）アサヒ 500㎖×6

982円（税抜）
（税込価格767.80円）

（税込価格1080.20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）

178円（税抜）
洗ごぼう
新潟県産（1本）新潟県産（1本）

（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）

298円（税抜）
つがる
青森県産（1パック）青森県産（1パック）

（税込価格321.84円）

9月8水
日 11土

日 4日間のお買得品～
9月

8 11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。

お知らせ

お花やお菓子などお
彼岸商品を準備して
皆様のご来店を、お
待ちしております。
ご先祖様の供養にご
利用くださいませ。

～お彼岸準備は
 Aコープ羽茂店で～

9月20日は
彼岸入り！ 

農作業
 応援！
農作業
 応援！
農作業
 応援！



 
 

 
 

 
 

ブロッコリー
長野・北海道産（1コ）

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）

138円
（税抜）

（税込価格149.04円）

紀文（各1パック）

餃子各種 188円（税抜）
（税込価格203.04円）

各

トマトケチャップ

148円
（税抜）

（税込価格159.84円）

カゴメ（500ｇ・1本）

国内産（330ｇ・1パック）

豚モモ切落し

480円
（税抜）

（税込価格518.40円）

茨城県産（1袋）

長なす 138円（税抜）
（税込価格149.04円）

山形県産 他（1袋）

きゅうり 198円（税抜）
（税込価格213.84円）

フィリピン産（1袋）

甘熟王 258円
（税抜）

（税込価格278.64円）新潟県産 他（1パック）

しいたけ 198円
（税抜）

（税込価格213.84円）

長野県産（100ｇ）

長いも 58円（税抜）
（税込価格62.64円）

長野県産（1玉）

レタス 258円（税抜）
（税込価格278.64円）

豚ロース生姜焼用
国内産（100ｇ）

（税込価格235.44円）
218円

（税抜）

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）

（税込価格378.00円）

ネギトロ
太平洋産（1パック）

350円（税抜）
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）

若鶏モモ肉
国内産（100ｇ）

98円
（税抜）

（税込価格105.84円）

180円
（税抜）

ふっくらハンバーグ
（1コ）

（デミグラスソース）

（税込価格194.40円）

80円
（税抜）

やわらかロース豚カツ
（1枚）

（税込価格86.40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）

円
（税込価格311.04円）

288（税抜）

はごろも（70ｇ×3・1パック）

（マイルド、Lフレーク）
オイル不使用シーチキン油揚

98円
（税抜）

（税込価格105.84円）

マック（5枚入・1パック）

豚肩ロースカツ用
国内産（100ｇ）

188円（税抜）
（税込価格203.04円）

ベビーホタテ
北海道産（100ｇ）

178円（税抜）
（税込価格192.24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）

カレイ唐揚
（1枚）

150円
（税抜）

（税込価格162.00円）

円
（税込価格105.84円）

98（税抜）

日本製粉（240ｇ・1袋）

ミートソース
ナポリタン

円
（税込価格213.84円）

198（税抜）

はごろも（700ｇ・1袋）

ポポロスパ 7分結束

もめん豆腐
かごや（1パック）

68円（税抜）
（税込価格73.44円）

焼き豆腐
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）

タコ刺身用
北海道産（100ｇ）

278円
（税抜）

（税込価格300.24円）

380円
（税抜）

松茸ごはん
（1パック）

（税込価格410.40円）

ヤマサ（1.8ℓ・1本）

新味醬油

（税込価格1166.40円）

（税込価格419.04円）

1,080円（税抜）
388円（税抜）

数量
限定

※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9 9

99

11

8 10

9

惣菜コーナー

お一人様
2パック限り

豚肩ロースカツ用
国内産（100ｇ）

188円（税抜）
（税込価格203.04円）

もめん豆腐
かごや（1パック）

68円（税抜）
（税込価格73.44円）

焼き豆腐
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）

タコ刺身用
北海道産（100ｇ）

278円
（税抜）

（税込価格300.24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）

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）

ベビーホタテ
北海道産（100ｇ）

178円（税抜）
（税込価格192.24円）

長野県産（100ｇ）

長いも 58円（税抜）
（税込価格62.64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）

ブロッコリー
長野・北海道産（1コ）

298円
（税抜）

（税込価格321.84円）

380円
（税抜）

松茸ごはん
（1パック）

（税込価格410.40円）

惣菜コーナー

80円
（税抜）

やわらかロース豚カツ
（1枚）

（税込価格86.40円）

惣菜コーナー

カレイ唐揚
（1枚）

150円
（税抜）

（税込価格162.00円）

フィリピン産（1袋）

甘熟王 258円
（税抜）

（税込価格278.64円）新潟県産 他（1パック）

しいたけ 198円
（税抜）

（税込価格213.84円）

国内産（330ｇ・1パック）

豚モモ切落し

480円
（税抜）

（税込価格518.40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）

お刺身サーモン
チリ産（100ｇ）

380円（税抜）
（税込価格410.40円）

お刺身サーモン
チリ産（100ｇ）

380円（税抜）
（税込価格410.40円）

お一人様
2パック限り 円

（税込価格311.04円）
288（税抜）

はごろも（70ｇ×3・1パック）

（マイルド、Lフレーク）
オイル不使用シーチキン

お一人様
2袋限り 円

（税込価格105.84円）
98（税抜）

日本製粉（240ｇ・1袋）

ミートソース
ナポリタン

お一人様
2袋限り 円

（税込価格213.84円）
198（税抜）

はごろも（700ｇ・1袋）

ポポロスパ 7分結束
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）

（税込価格378.00円）

ネギトロ
太平洋産（1パック）

350円（税抜）
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）

茨城県産（1袋）

長なす 138円（税抜）
（税込価格149.04円）

山形県産 他（1袋）

きゅうり 198円（税抜）
（税込価格213.84円）

トマトケチャップ

148円
（税抜）

（税込価格159.84円）

カゴメ（500ｇ・1本）

若鶏モモ肉
国内産（100ｇ）

98円
（税抜）

（税込価格105.84円）

長野県産（1玉）

レタス 258円（税抜）
（税込価格278.64円）

豚ロース生姜焼用
国内産（100ｇ）

（税込価格235.44円）
218円

（税抜）

油揚

98円
（税抜）

（税込価格105.84円）

マック（5枚入・1パック）

3
本

ヤマサ（1.8ℓ・1本）

新味醬油

（税込価格1166.40円）

（税込価格419.04円）

1,080円（税抜）
388円（税抜）1

本

180円
（税抜）

ふっくらハンバーグ
（1コ）

（デミグラスソース）

（税込価格194.40円）

惣菜コーナー

お一人様
2本限り

お一人様
3本限り

表示価格の
オール4割引！！

箱アイスクリーム
（ファミリアは除きます）

表示価格の
オール4割引！！

箱アイスクリーム
（ファミリアは除きます）

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）

紀文（各1パック）

餃子各種 188円（税抜）
（税込価格203.04円）

各198セール！
円均一

（税込価格213.84円）

ジャーマンポテト
ケイエス（1袋）

いか天ぷら
マルハニチロ（1袋）

チーズハンバーグ＆ナポリタン
味の素（1袋）

冷凍食品

ジャーマンポテト
ケイエス（1袋）

いか天ぷら
マルハニチロ（1袋）

チーズハンバーグ＆ナポリタン
味の素（1袋）

冷凍食品

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）

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）

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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