
☎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
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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

夜間尿に２回以上！年だからと、諦めていませんか？
前立腺は、５０歳からどんどん肥大化しています！

夜間に２回以上の方、
ぜひご相談ください！
いま、服用のお薬との併用もＯＫ！
前立腺肥大の原因は、悪玉男性ホルモンがタ
ンパク質と合成して肥大化。その合成を阻止！

前立腺肥大は、３０歳代から始ま
り、５０歳で３割、６０歳で６割、
７０歳で７割、８０歳で９割の方
にみられます。そのままにしてお
くと、どんどん大きくなります。
利尿剤で排尿促進する薬ではなく、
前立腺の肥大化を抑制することを
おすすめしています。

★こんなこと経験ありませんか★
□夜中に２回以上トイレに起きる。
□なかなかオシッコが出ない。
□オシッコに勢いがなくなった。
□ダラダラと出続け、残尿感がある。
□間に合わず、下着を汚してしまう。
□排尿後にチョロッと漏れる。

【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
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☎0748-67-1358

ずっと女性らしく健康美保つならキレイな姿勢！
　　　　 骨盤調整で痛みもさよなら！

☎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　 
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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？

甲賀・湖南 発行部数41000部
（新聞折込4万部
 ＋設置1000部）
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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
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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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空き家空き地のことならお任せ下さい！  Asmoは
お客様の明日をサポートする総合不動産業者です

☎0120-4194-00

相談は無料です！
お気軽にお問い合わせください。

明日もいい暮らしサポート
最近、放置されている空き家や空き
地が増えて社会問題になっています。
自治体も「空き家バンク」を設置する
などの取り組みを始めました。
アスモは様々な事情で使われなく
なったお家などの
ご相談を承っています。

【住】甲賀市水口町宇川 716
【営】10：00～20：00　
宅地建物取引業　滋賀県知事（1）第 3525 号

水口

Asmo - アスモ -総合不動産業
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フライスター滋賀工場

佐土神社

こんな悩みはありませんか？・誰も住
んでいない家が放火されてしまったら
どうしよう…・空き家になっている家
の管理や税金はどうしよう…・相続で
話がまとまらず放置している不動産が
あるけどどうしよう…そんな時は当店
フリーダイヤルまでご連絡ください！

アスモいい暮らし

空き家・空き地のことなら

甲賀市空き家バンク

　　　　協力事業者の

　　　　当店に是非

　　　　ご相談ください。

今年は雪の多い冬ですがもう卒業入学シーズンです
髪の雰囲気を変えてリフレッシュしませんか？

☎0748-62-0677

ボディーソープ♡
プレゼント！！

チラシお持ちの方
なくなり次第終了です。

当店おすすめメニュー
ポイント矯正・・・・・・・・・・・・・・・3,000円～
（ボリュームダウン）
ポイントパーマ・・・・・・・・・・・3,600円～
（ボリュームアップ）
雪続きでなかなか来店できなかった方
ぜひ　お待ちしております。

メンズカット・・・・・・・・・・・・・・・・・1,700円　
中学メンズカット・・・・・・・・・・1,200円　
小学メンズカット・・・・・・・・・・1,000円　
レディースカット・・・・・・・・・・・2,000円　
中学レディースカット・・・・1,600円　
小学レディースカット・・・・1,200円　
縮毛矯正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,900円～
パーマ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,200円～

【住所】甲賀市水口町北泉1-50-1 ノールフォンテーヌ 2-101
【時間】9:00 ～ 18:40 PorCL 17:00 まで
【休】毎週月曜日と第１火曜日　【P】あり
スタッフ急募集

水口

ＣｕｔＺｏｎｅＮＡＮＡ７理容・美容室
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出会い、分かれ。美しい春への出発は、藤一水で
記憶に残る忍者料理とご一緒に！

☎0595-43-1089 

春の行事と言えば、卒業、入学、
歓送迎会などがありますね。
そんな新しい門出を祝う春の料理を
ご用意いたしました。
見た目で楽しんだ後、美味しさを味
わってください。心に残る事まちがい
なし！！

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人以上)・・・・・・・・・・・・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 

平泉寺
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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3月末日まで有効
・会席コース料理をご注文の方のみ。

大好評「究極の忍者料理」もお楽しみ下さい。
●3,000円（税別） ※平日、昼のみのプランです。

時計修理の『駆け込み寺』
他店で断られた時計でも、一度ご相談下さいませ。

☎0748-62-8684

新作ベルト入荷中!!
オーダーベルト受付中!!
当店では日本製の良質なベルトを扱っ
ております。大切な時計には品質のよ
いベルトを！！
手元のオシャレをお手伝いします！！

国内外を問わず世界のブランドに対応
できる腕時計修理の専門店です!!
修理のお見積りは無料です。
お気軽にご来店・ご相談下さいませ!!
※電池交換は1年間の保証付きです。
※ウォッチワインダー 10,900円～
※コレクションボックス 4,950円～

※各種修理承ります（税込み）
ベルト修理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・320円～
ベルト調整・洗浄・・・・・・・・・・・・・・・540円～
針などの外れ修理・・・・・・・・2,160円～
りゅうず交換修理・・・・・・・・・3,240円～
風防交換修理・・・・・・・・・・・・・・4,320円～
レーザー溶接修理・・・・・・・・8,640円～
※オーバー・ホールも承っております!!

【住】 甲賀市水口町泉1405
 カインズホーム甲賀店　正面入口右側
【営】 9:30～20:00（不定休）
※コピー品の修理はお受けできません！

水口

ウォッチメディカル甲賀店腕時計修理専門店

TOTO
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カインズホーム
正面入口右側

国道1号線　　

土山 →

オーバーホール
ダイアル再生
風防別作
ケース研磨
サビ汚れ除去

きれいに直して
お子様やお孫様
へ引き継いでは
いかがでしょうか？

古い時計が美しく蘇りました！

Before After

ベルト交換・修理も承ります

ノーブランド時計 750円～
国産ブランド時計 970円～
海外ブランド時計 1,290円～
※作業時間は10分～15分です
※子供用時計・ペンダント時計
　なども承っております

電池交換

※新色・新作ベルトも入荷中 !!


