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「新車なんて高くて買えない」
当社で新車を買った 8割の人がそう思っていました

☎0120-307-168

☆女性を中心に大人気☆
◦月々定額でお好みの国産車が
　あなたのものに ！！
◦５年間の車検・税金・メンテナンス
　費用がほぼ全てコミコミだから
　ガソリンを入れて「乗るだけ」
　なんです ！

☆新車・中古車販売☆
☆車検・点検☆
☆板金・修理☆
☆保険各種お取扱い☆
　・医療・生命・自動車
　・火災・地震・損害
　・個人賠償など
　何でも相談して下さい！！

【住】 甲賀市水口町杣中 979-5
【休】 毎週水曜日・第三日曜日
【営】 平日 9：00～18：00
 日・祝 10：00～17：00

水口

㈲カーテックウカイクルマの販売・整備

牛飼西

広域農道
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車のお悩み無料相談
ご予約受付中！

まずは「甲賀・湖南いんふぉを見た」と
お伝えください。みなさまに安心・快適
なカーライフをご提供いたします。

み ん な の ひ ろ ば

リラックス効果のある高濃度マイナスイオンシャワー
をすべてのワンちゃんに♡　～完全予約制～

☎090-3495-4811

初回限定マイクロナノ
バブル1000円無料
ご予約時「いんふぉ」を見たと
お伝え下さい
店内では数量限定でGOODSやオヤ
ツなどオープンセール実施中!!

カウンセリングを大切にし、その子の
ペースに合わせて、ワンちゃんにでき
るかぎり負担の軽いやさしいトリミン
グをしており、大切な家族を幸せにす
るお手伝いをさせてただいてます。
トリミング後は、ワンちゃんも飼主様
も笑顔に♡ 小型犬から大型犬まで♡

♡シャンプーコース♡（税込）
チワワ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥2,160～
ダックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥3,240～
プードル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥4,320～
♡シャンプーカットコース♡（税込）
チワワ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥3,780～
ダックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥4,320～
プードル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥6,480～

【住】甲賀市甲南町深川市場77　
【営】9：30～18：00　【休】水曜（不定休あり）　
動物取扱登録（保管）滋賀動保セ第30094-02号
動物取扱責任者／有馬正子（JKC公認トリマー）

甲南

DogSalonR&D＋トリミングサロン
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“2月22日”それは忍者の日　特別な日は
「忍者の雛祭り」＆「究極の忍者料理」で楽しく、美味しく!!

☎0595-43-1089 

春と雛祭りをイメージした食事を
お楽しみいただける「忍者の雛祭り」
そして大人気の究極の「忍者料理」
TV等で取材を受ける人気店です!!

少人数からも各種宴会でご利用
いただけます。

影丸（全１０品）・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000円
半蔵（全１１品）・・・・・・・・・・・・・・・・・6,000円
百地（全１２品）・・・・・・・・・・・・・・・・・7,000円
藤一水（特選コース）・・・・・・・・・8,000円
忍者まんぷく膳・・・・・・・・・・・・・・・・3,800円
飲み放題
（2時間、6名様以上）・・・・・・・・1,800円

【住】三重県伊賀市西湯舟2352
【営】11時～15時、17時～21時【休】毎週火曜日 ※祝日除く
【HP】http://www.fujiissui.com/
       ※中居さん募集中！詳しくはお問合せください。

伊賀

藤一水 / ふじいっすい 忍法帖 料理 
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1グループ6名様以上
2,000円 割引！

・他券併用不可
・このチラシをご持参ください。
・平成29年2月末日まで有効
・コース料理をご注文の方のみ。

〝
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家計管理もプロに任せる時代です。
家計のこと全部任せて安心プラン
～FPによるファイナンシャル・プランニング～

（来店）年契約／2回／￥21,600円（税込）
（訪問）年契約／2回／￥32,400円（税込）

カインズモール甲賀店内
お問合せは

0120-700-783
※訪問の場合、交通費は別途頂戴致します。
　甲賀市、湖南市は一律1000円（税込）

今すぐお電話下さい。

・豊かになるためのライフプラン作成
・キャッシュフロー表の作成
・お金の考え方についてのコーチング
・計画的な教育費の積立方法
・マイホーム購入、住宅ローンのご相談
・資産運用についての総合的なアドバイス
・争続にならないための相続プランニング

・初回のご相談は無料です。
・まずは、お電話にてお申込下さい。

・通帳
・保険証券（ご家族全員分）
・その他（相談に必要と思われる書類など）

相談のイメージ 便利で楽チン！！

お客様

年
2回
訪問又は
来店で継続的に家計管理！！

大好評

こんな
効果有 お客様より、こんなお声を頂戴しています。

家計を見直すだけで月々の貯蓄ができる
ようになりこんなに違うものかと、感心し
ました。

東近江市

A様

マイホームと教育費のことが心配でした
が両方とも不安なくプランニングができ
て安心しました。

近江八幡市

B様

ライフプランの重要性が分かりました。
子供にもお願いしたいと思います。

京都市

C様



あなたの身体の辛い症状1人で悩まないで下さい！
健康になる為の第1歩からサポートさせて頂きます

☎0748-60-4689

90分　3,500円
キャンペーン実施中！
通常初回90分5,500円の所、3,500円!!
完全予約制 いんふぉ見た でご予約下さい。
☆学生割引あります。

●カウンセリング＋骨盤矯正＋姿勢矯正
　5,500円　→　3,500円！　　
　ペア割引き２人で
　11,000円　→　6,000円！　　
☆新メニュー
●カウンセリング＋骨盤矯正＋小顔調整
　9,500円　→　6,740円

【住】甲賀市水口町三大寺 290-1
【営】9：0０～ 20：００（最終受付）　※予約制
【休】不定休
【P】 あり　 

水口

美癒館 / びゆうかん カイロプラクティック
↑
至
草
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三大寺北
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庚申口

貴生川
小学校

里見車工房

天理ラーメン←
至信楽
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生
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首コリ・肩コリ・頭痛・手足のしびれ・
眼精疲労・腰痛・ぎっくり腰・坐骨神
経痛・猫背・アレルギー・内臓疾患・
便秘・生理痛・冷え性・不眠・関節病・
お顔のゆがみ、むくみ、たるみ…これら
の症状は骨盤のゆがみが原因です。
一度体験してみませんか？

カイロプラクティック体験施術会開催のお知らせ！
施術を受けて心も身体もリフレッシュしませんか？

☎0748-60-4689

体験施術料金
1,000円

○2月19日（日）
第1回 10：30　第2回　13：30
第3回 15：30
○2月20日（月）
第1回 13：30　第2回　15：30
会場／サントピア水口
住所／甲賀市水口町北内貴1-1
℡0748-63-2450

【住】甲賀市水口町三大寺 290-1
【営】9：0０～ 20：００（最終受付）　※予約制
【休】不定休
【P】 あり　 

水口

美癒館 / びゆうかん カイロプラクティック
↑
至
草
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三大寺北

R307
庚申口

貴生川
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里見車工房

天理ラーメン←
至信楽
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痛くないカイロプラクティック！
体験してみませんか？
○こんな方はぜひご参加下さい！
・子供や家族の健康にお悩みの方
・姿勢をキレイに見せたい方
・いつまでも健康で若々しくしていたい方
・骨盤のゆがみが気になる方

人と接することが好きなら一緒に患者様を笑顔にしてみませんか？

☎0748-65-2005

☆カイロプラクティックメニュー☆
骨盤矯正＋姿勢調整＋カウンセリング
…通常6,000円→3,500円（90分）
ペアなら更にお得
…二人で12,000円→6,000円
☆エステメニュー☆
小顔調整＋骨盤調整＋カウンセリング
…通常8,000円→5,500円

【住】甲賀市水口町酒人253 SAKAEビル2F
【営】10:00～20:00（最終受付）
【休】不定休　【P】10台あり

水口

凛　―Rin―カイロ＆エステ
カインズホーム
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柏木
保育園
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「人財募集」
お気軽に
お問い合わせください。

肩コリ 腰痛 ヒザ痛 頭痛 etc… 悩んでいませんか？
もしかしたら骨盤の歪みが原因かも !?

大好評のキャンペーン
90分　3,500円

通常初回90分
5,000円プラス初診料1,000円
が3,500円（カウンセリング含む）

骨盤の歪みチェック　
・よく足を組んでいる
・靴の外側、または片側だけがよくすり減る
・体重を片側だけにかけることが多い
・肩の高さがちがう
・カバンを決まった方向にかけることが多い
・下っ腹が出ている

『YOSA』11種のハーブ＆水素水で
身体を芯から温めて代謝促進＆デトックス!!

☎080-3762-0478

3月１0日まで限定！
初回の方２，０００円割引
○こんな方におすすめ○
　女性ならではの悩み　お肌の悩み
　冷え　肩こり　痩せにくい

全身のリンパを流して60分座るだけ
身体を芯から温め老廃物を排出し、
医薬部外品のハーブを取りこむこと
で、ダイエット・女性ならではの悩み・
冷え・ストレスなど美容と健康のお悩
みをサポートする温熱美容法――
それがYOSA♡　是非お試しを

◆初回の方にオススメ
　プレミアムコース　→　8,800円
　（全身リンパケア＋YOSA60分＋
　足湯＋水素パック＋全身リンパケア）
◆代謝促進コース　→　5,800円
　（全身リンパケア＋YOSA60分）
◆スタンダードコース　→　3,800円
　（YOSA45分）

【住】甲賀市水口町北脇1429-1
【営】９：００～２２：００　時間外応相談
【休】不定休　完全予約制　【駐】あり
※手順など詳しくは、お問い合わせください。

＊Pulire＊　プリーレYOSA PARK
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農業者様必見！
倉庫屋根が『お金』を生みます！！

☎0120-866-777

太陽光発電設備を設置して、屋根を
有効活用しましょう！

買取単価が下がっても、倉庫屋根な
ら十分なメリットが出せます！

新エネでは、他にも提案できます！
・住宅・産業用太陽光発電システム
・ソーラーカーポートシステム
・蓄電池システム
・オール電化　・リフォーム
相談・見積・現場調査を無償で致
します。お気軽にご連絡ください。

【HP】http://www.shinene.jp
【TEL】0748-53-0550
【FAX】0748-53-0520
【住】滋賀県蒲生郡日野町河原1番 12

太陽光

新・エネルギーシステム㈱太陽光のことなら！

ミール岡崎
レストラン

ファミリー
マート

ENEOS

表面利回り
10%超も!!

花粉症がひどくなる前に、鼻の環境整備のおすすめ！
鼻水が、のどに流れて不快感、臭いでお悩みの方！

[いんふぉ]ご持参の方に、
１回分お試し頂けます！
☆鼻水の出る量と、粘度をコントロール！
☆副鼻腔に溜まっている鼻水の排出法！
☆気温差、ホコリ、花粉等への鼻水対策！

★こんな症状も原因は鼻！？★
・口臭　・歯肉炎　・歯槽膿漏
・鼻声　・いびき　・味覚障害
・吐気　・無呼吸　・臭わない
・鼻血　・のど痛　・せきたん
・眼痛　・耳鳴り　・難聴耳痛
・頭痛　・めまい　・ふらつき

★後鼻漏をチェックしてみましょう★
□鼻水がのどに流れ違和感がある
□のどがいつのイガイガや痛む
□朝起きた時の痰が気になる
□長く話していると咳が出る
□いつも痰がからみ違和感がある
□のどの違和感から咳が長引いている
□常に鼻炎で鼻水がいつも気になる

【住】甲賀市土山町大野4958-4
【営】9：00～20：00　【休】毎週日曜日
【℡】0748-67-1358　【Ｐ】あり
【ＨＰ】http://drug-tatsuoka.com/

土山

ドラッグタツオカ土山店漢方相談型ドラッグ

セブン
イレブン

フーズ
アイランド
土山店

←至水口

至亀山→

市場

☎0748-67-1358
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