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日々暑くなってきましたね。これからは、じめじめ
梅雨シーズンです。その前に縮毛矯正しませんか？

☎0748-62-0677

縮毛矯正500円
off

チラシお持ちの方
7月10日まで
全体された方にかぎります。

湿気やダメージで広がったりしませんか？
ボリュームダウンする縮毛矯正
カット込み9,900円～
ダメージが気になる方には、トリート
メント1,000円～ございます。ぜひ
この時にいかがでしょうか？スタッフ
一同心より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
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風を感じるスタイルをあなたに
カット技術の違いを感じて下さい

☎0748-62-1410

カットから着付まで
何でも相談して下さい
当店の場所がお分かりにならない場合
お近くまで来られましたらお電話下さい
お迎えにあがります

髪質、骨格等で憧れのスタイルを諦
めていませんか？長年老舗サロンの
トップスタイリストから技術指導を受
け続け最新、最高のカット技術を習得
しております。カットから1ヶ月後でも
簡単お手入れできれいなスタイルが
出来る事を体感して下さい

こんなお悩みの方ぜひお越し下さい!!

・家でセットが上手く出来ない
・他店で“無理”と言われた
・ボリュームが無くなったと感じる
・くせ毛多毛でボリュームが出過ぎる
・理想のスタイルが見つからない

【住】甲賀市水口町梅ヶ丘6-36
【営】8：00～18：00
【休】毎週月曜、第１月曜・火曜、第３日曜・月曜
【駐車場】完備しております 
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チーズがとろ～りたっぷりの絶品チーズインハン
バーグをメインにサイドメニューは食べ放題!!

☎0748-82-7877

メイン料理￥1,720
以上10％off！

クーポン対象は
メイン料理￥1,720以上に限ります。
サービスの併用不可。Ｈ29.7.31まで

牛肉のうま味たっぷりのハンバーグに
自家製のモッツァレラチーズなど数種
のチーズがたっぷり入ったチーズinハ
ンバーグ（ビュッフェ付￥1,980）。甘
辛の里芋とトマトの酸味がベストマッ
チ!!溢れ出す肉汁とチーズで不動の
人気№1を誇ってます！ぜひご賞味を！

今年1月よりメイン料理をお選び頂きそ
の他のサイドメニューは食べ放題！という
スタイルに変わりました和伊の店!!ビュッ
フェはランチタイム限定（14：30L.O）で
大人気のラクレットも健在です。メインメ
ニューからサイドメニューまでどれも手
作りのものばかり！スタッフ、そして　動
物たち一同心よりお待ちしております!!

【住】甲賀市信楽町神山2077
【販売所営業時間】10：00～18：00(無休)
【レストラン】11:30～17:00（火曜日定休）
【HP】www.no-fu-yamadabokujyou.com

信楽

和伊の店/no-fu山田牧場

神山
神社

422

神山交差点

50m

牧場長特製
モッツァレラ使用

とろ～り
ラクレット
チーズ♪

チーズ好きにはたまらない！
チーズｉｎハンバーグ‼

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

草
津
線

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。

　　　　　　◎月々定額で家計も安心◎
　◎頭金Ｏ円、ボーナス払いなしでもOK！！◎

☎0120-307-168

☆女性を中心に大人気☆
月々定額でお好みの国産車に
乗れるうえに、5年間の車検
税金、メンテナンス費用も
ほぼ全てコミコミだから、
お客様はガソリンを入れて、
お車に乗るだけ！なんです。
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　　新車・中古販売
　　車検・点検・板金・修理
　　　　　　　　何でもやります
　　各種保険お取扱い
　　医療・生命・自動車・火災
　　地震・損害・個人賠償　など

●●●●●●●●●●●●●●●●
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【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
国道
３０
７号

ファミリーマート

車のお悩み、お気軽に
ご相談して下さい

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
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どこへ行っても良くならない方へ…根本改善を目指す
オーダーメイド治療を是非体感してみて下さい！

☎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
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三大寺北
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貴生川
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天理ラーメン←
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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？

祝５周年　感謝の気持ちといたしまして、
リンパマッサージor整体 60分 2,980円ポッキリ！

☎0748-63-8068

「神の手」は常にお客様一人ひとりに
あったサービスを心がけています。
リーズナブルな料金で至福のひと時を。
お電話で優先予約を承ります。
☎0748-63-8068
スタッフ一同お待ちしております。

もみほぐし整体・・・・・・・60分2,980円
リンパマッサージ・・・・・60分2,980円
遠赤外線ドーム・・・・・・・60分1,000円
耳つぼジュエリー・・・・・・・8粒1,800円
（リンパマッサージは女性施術）

スタッフ募集
業務経験なしでも可。
お問い合わせください。

【住】 甲賀市水口町名坂91-2
【営】 月曜～土曜 10時～20時　日曜日10時～
 予約優先（最終受付19時）
【休】 毎週木曜日　第4水曜日

水口

神の手整体＆リンパ

60分2,980円
ポッキリ！

毎日 限定３名様まで！
予約優先。

土山→

ドコモ
ショップ
国道１号線
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スタッフ急募、業界経験なしでも可。お問い合わせ下さい

6月1日木アルプラザ水口２Fにオープン!!
ピエス鍼灸接骨院　水口院

☎0748-63-0330

エステのすべての
コースが初回半額！！
例： メディカルアロマ60分8,000円
  →4,000円
 痩身60分9,000円 →4,500円

当院は鍼灸接骨院にアロマと痩身エ
ステさらにネイルサロンを併設して
おります。
皆様の健康と美をお手伝いします。
丁寧でやさしい説明と治療を行いま
すので安心してお越し下さい。
全スタッフ笑顔でお待ちしてます。

はり治療（女性鍼灸師） 800円～
実費治療（整体） 15分1,300円
 30分2,600円
保険治療　・ 各種保険取扱
　　　　　・ 交通事故治療対応

ギフト券　10,800円の購入で
最大3,240円のお得!!

【住】水口市本綾野 566-1 アルプラザ水口 2階
【営】10：00～21：00（最終受付 20：30）
【休】アルプラザの休館日のみ（土・日も営業）
※予約なしでもOKです。

水口

ピエス鍼灸接骨院　水口院接骨・はり・エステ

アルプラザ

名坂

ホテル
ニューミフク

YOSA!!　子宮を温めて心も体もポカポカ☆
座って汗をかくだけで理想のボディに♪

☎080-3762-0478

9月8日まで限定
初回の方1，０００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　ダイエット

11種類のハーブ＋水素のミストで全
身を芯から温めて、汗と共に老廃物排
出を促進！ 代謝＆免疫力アップ、脂肪
燃焼、美肌効果あり☆リンパマッサー
ジでむくみも改善して体スッキリ♪
仕事、家事、育児でお疲れの方、妊活
中の方は是非一度お越しください。

◆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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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！！
手元のオシャレで好感度も上ります！

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
野
洲
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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

ファッション系ブランド 970円～
　ディーゼル、ニクソン、アルマーニ
　フォッシル、マークジェイコブス
海外ブランド時計 1,290円～
　グッチ、ハミルトン
子供用・ペンダント型 750円～

電池交換

※革ベルト消臭スプレー入荷！
※金属ベルト クリーニングスプレー入荷！

保険は「難しい」から「よくわかる」へ
FPと一緒に作る保険プランは、みんなの保険ランドへ!!

☎0120-700-783

個人保険も法人保険も
みんなの保険ランドへ
※HPまたは、フリーダイヤルでご予約される
ことを、おすすめ致します。ご予約のない
場合は、お待たせすることもございます。

～FPからの一言アドバイス～

　●医療保険は終身で準備。
　●終身・定期・養老の違いを知ろう
　●三大疾病への備えは一時金を。
　●0歳でも終身の時代です。
　●加入が出来なくなるリスクをゼロへ

◆保険の別名知っていますか？
～ラストラブレター～

大切な人が困らないように・・・。
保険金は「受取人」を指定します。受取
人が保険金を受取る時には、もう自分
はいません。普段はただの保険証券。
万一の時には、大切な人に思いを届け
る「思いのつまった手紙」なのです。

【住】 甲賀市水口町泉1405
 カインズモール甲賀店　フードコート前
【営】 9:30～20:00
年中無休

水口

TOTO
野
洲
川

カインズモール
フードコート内

国道1号線　　

土山 →ナ オ レ ナ ヤ ミ

みんなの保険ランド保険ショップ

FPのひとりごと

ご相談の流れ

リスクを移転する方法

＝

保険しかありません

１回目： 保険の基本をご説明します。
 現状のヒアリングを行います。
２回目： ヒアリングを基にしたご提案をします。
３回目： 解決策の実行・援助を行います。


