
●回進堂水ようかん・江刺りんごゼリー各種
●かもめの玉子ブルーベリー9個入

●チョコ南部バナナ10個入
 

インポートワールド タムラスポーツ 米工房かとう

（一部除外品あり。赤札品は除きます）

詳しくはスタッフまで！

エプロンハウス銘産品コーナー

キッズランド

ハタパン焼きたてパンの店

PCショップクレバリー

げんきや はりきゅう整骨院紫波

ごゆっくりお買物をお楽しみ下さい。

NACS
2022年6月16㈭・17㈮

お得なタイムサービスお得なタイムサービス

朝9時開店～夜8時まで営業

特別ご優待会特別ご優待会カ ード
会員様

ポイ
ント

3倍

ポイ
ント

5倍

ポイ
ント

5倍

全品何点でも全品何点でも

生活良品 Seria NACS店

保険のUnionユニオンTEL. 019-672-1825

相談ご予約は杉澤まで 090-9034-3042
無料相談受付中！
保険を見直してみませんか？

おはなや 花兵衛

ポイ
ント

3倍

2割引2割引
お買得チケットを
ご利用下さい
お買得チケットを
ご利用下さい

メガネのおくやまポイ
ント

5倍

遠近両用レンズ

レイバンサングラス

16,500円以上のセットメガネ

レンズ

12枚入

8種18枚入

〈夏限定商品発売中〉〈夏限定商品発売中〉

味自慢味自慢

6/16（木）・17（金）午前9：00から

6/16（木）・17（金）
午前9：00から ＆ 午後5：00から

●カラフルウオッチ（腕時計）

（一部除外品あり）

（一部除外品あり）

13,090円～13,090円～

5％OFF5％OFF

30～20％OFF30～20％OFF

30～20％OFF30～20％OFF

税込税込

（税込2,580円）

（税込3,080円）

（税込1,580円）

9,240円～9,240円～税込税込

30％OFFで30％OFFで

30％OFFで30％OFFで

22,990円～22,990円～税込税込

5％OFFで5％OFFで

表示価格より表示価格より

当社指定ノートパソコン当社指定ノートパソコン

※当店はポイント対象外※当店はポイント対象外

本と文具のすがわらポイ
ント

3倍

一家族様3パックまで
各日150パック限り

●おこわ 半額!

お得なタイムサービスお得なタイムサービス

●婦人バック

（100本限定）

ごま・醤油・落花生

風月堂
●アーモンドクッキー（バラ）

巖手屋
●おばあちゃん煎餅12枚入

173円を 150円（税込）
お一人様10本限り

1日各20個限定

限定10本

（50個限定）356円を 290円（税込）お一人様5個限り

5本限り

5本限り

プレゼントプレゼント

お買上げのお客様先着10名様

●切花栄養剤
　  小袋３個入りパック

お得なタイムサービスお得なタイムサービス
6/16（木） 午後5：00から

6/17（金） 午後5：00から

ワゴン内バスタオル 半額

お得なタイムサービスお得なタイムサービス
6/16（木）・17（金）

午前9：00から30分限定

ポイ
ント

2倍

岩泉ヨーグルトのコクの深さそのまま仕上げたデザート

父の日ギフトにおすすめ
「サヴァ缶3缶・サバチップ2袋 焼肉風味じゃがスティック」

2,240円を1,980円

レモン・めろん 夏限定の味も発売中

阿部長商店
おつまみサバチップ
カレー・ホットチリ・ブラックペッパー

風月堂
ワッフル・コーヒーワッフル

岩手県産(株)
岩泉ヨーグルトデザート

奥羽銘販
岩手プリン倶楽部 594円を594円を500円税込税込

270円を270円を200円税込税込

5個入
1,296円を1,296円を1,180円税込税込

各1個
162円を162円を130円税込税込

小松製菓
南部煎餅無選別

454円を454円を350円税込税込

4個入
ラグノオ
いのち 各種

518円を518円を480円税込税込

腕時計電池交換
電池１ケにつき
通常1,100円を

※特殊品は除く

1,000円1,000円税込税込
腕時計用替バンド（革・金属）

財布

チーズドック

釜揚げしらすパン

優待会のみ限定でカウンターにある
ガラポン抽選をチケット1枚につき

おひとり様1回限り、
3回まわす事が出来ます！！

割引品はレジにてさらに
・・・

3,000円以上の商品に限り
レジにて

※無くなり次第終了

●切花栄養剤キープ・フラワー
　大ボトル（500ml）

１割引
2束以上お買い上げで

●店頭の束花

◯通 1,500円を 1,000円（税込） ◯メ 1,100円を 500円（税込）

1,000円（税込）

935円を 777円（税込）

限定10本
　小ボトル（250ml）

495円を 333円（税込）

お得なタイムサービスお得なタイムサービス
6/16（木） 午前9：00から

6/17（金） 午前9：00から

●トートバック＆
　エコバック 10ケ限り

◯メ 1,100円を 500円（税込）
10ケ限り

お得なタイムサービスお得なタイムサービス
6/16（木） 午前9：00から

6/17（金） 午前9：00から
●スポーツブランド
　3Pソックス

1割引1割引

フレグランス
2,100円以上の商品

レジにて２割引２割引

※一部除外品あり

店頭表示価格よりさらに
レジにて２割引２割引

ネックカバー ロングマルチタイプ
ネックカバーやヘアバンドなど色々使え
ます。冷房対策にも使えます
ネックカバーやヘアバンドなど色々使え
ます。冷房対策にも使えます

クールタオル
水でぬらせば清涼感をキープ。
スポーツやレジャーに最適です
水でぬらせば清涼感をキープ。
スポーツやレジャーに最適です

アドベンチャーハット
キャンプや釣りなどアウトドアで活躍
します
キャンプや釣りなどアウトドアで活躍
します

アームカバー メッシュストライプ
ストライプ柄で内側がメッシュ素材
なのでムレにくいです
ストライプ柄で内側がメッシュ素材
なのでムレにくいです

アームカバー ツートン透かし柄
手の甲から二の腕あたりまでしっかり
カバーできます。
手の甲から二の腕あたりまでしっかり
カバーできます。

税込税込

各種110円各種110円

1,463円1,463円
（5kg）

2,852円2,852円
2,389円2,389円

お気軽にお電話下さい。お待ちしています。

一緒にげんきな体を作っていきましょう！
ご予約優先制ご予約優先制

【定休日】木曜日TEL019-601-5113

9:00～12:00 14:30～19:30
9:00～12:00 14:30～18:00

平　 日
午前 午後受

付
時
間 土・日・祝

梅雨の湿度に負けない体をつくりませんか？梅雨の湿度に負けない体をつくりませんか？

快適UVコーデの準備は
お済みですか？

快適UVコーデの準備は
お済みですか？

麺類ご注文の方麺類ご注文の方

当店おすすめベスト3当店おすすめベスト3

2コ110円110円
（税込119円）（税込119円）

ピザハーフ 250円250円
（税込270円）（税込270円）

1コ128円128円
（税込138円）（税込138円）

きっちんすわろー

農作業も忙しい季節ですね。ご自宅のお花を
キレイに長持ちさせる栄養剤をお求めやすく
準備致しました。束花もお得です！

●「南部八戸藩志和通り」

1割引

好評発売中！！好評発売中！！

半ライスサービス半ライスサービス

浅沼幸男著 2,000円

●本屋大賞
　「同志少女よ、敵を撃て」

逢坂冬馬著 2,090円

●「イワさんとニッポちゃん」
　　　　　　 総集編①②③
そのだつくし作 各 1,430円

（一部除外品あり、学販品は除きます）

税込1,100円以上の商品（通常品）税込1,100円以上の商品（通常品）

2割引2割引

10％OFF！10％OFF！

新型コロナウィルス感染対策に関する

◇ご来店時にはマスクの着用をお願いします。
◇ご来店とお帰りの際は手指の消毒をお願い
します。
◇お会計の際は、前の方との間隔を空けてお待
ち下さい。
◇体調不良の方はご来店をお控え下さい。

お客様へのお願い

ポイ
ント

3倍

※ご利用期間

500円お買い上げごとにスタンプ１個進呈。
スタンプ５個押した用紙はスタンプ５個押した用紙は

特別企画開催特別企画開催

スタンプお買物券

100円
お買物券として
100円
お買物券として 使える！

岩手県産

ひとめぼれ
ブレンド米

穂のほまれ
宮城県産

つや姫

（10kg）

タバコ
入浴券は除く
タバコ
入浴券は除く

単焦点レンズ

2日間 
限定開催！

（10kg）（10kg）

2022年6月18日㈯～6月22日㈬

遠近両用セット（日本製フレーム）

各種サングラス
5％OFF5％OFF

（一部商品とレイバンは除く）


