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保険見直しは へ行こう！ 
FP（ファイナンシャル・プランンナー）に 無料で気軽に相談できる保険SHOP

～保険相談の流れ～

◆保険に未加入だから新規に加入したいんだけど・・・。

◆加入している保険の見直しをしたいんだけどなぁ・・。

◆保険がよく分からないから教えてくれないかなぁ・・。

◆自分に合った保険ってどんなものなんだろう・・・・。

◆そろそろ保険をキチンと整理したいんだけど・・・・。

保険のセカンドオピニオン
フリーダイヤル　or　専用QRコードで簡単にご予約出来ます！

カインズモール甲賀店

保険の基本をお伝えし、現状分析＆ヒアリングを行います。STEP①

現状分析＆ヒアリングを基に問題解決に向けた「ご提案」を行います。STEP②

ご提案内容に合わせた各種手続き（申込・変更）の実行・援助を行います。STEP③

？What！
相談

◆生命保険（万一の場合）　　　　◆自動車保険
◆医療保険（医療を受けたとき）　◆火災保険
◆がん保険（ガンが心配）　　　　◆個人賠償責任保険
◆介護保険（介護への備え）　　　◆自転車保険
◆個人年金（老後のための貯蓄）　◆変額保険
◆学資保険（子供が生まれた）　　◆外貨建保険
◆法人向け生命保険　　　　　　　◆法人向け損害保険

？What！
取扱保険
種類

【募集代理店】株式会社ライフコミュニケーション
【営】9：30～20：00
【休】年中無休（元旦のみ）
【Ｐ】有：ｶｲﾝｽ ＆゙Beisiaの駐車場をお使い下さい。

※ご予約のない場合、お席が空くまでお待ちいただく場合があります。 ※ご予約のない場合でFP不在時の場合は、再度ご来店いただく場合がございます。

ナ オ レフリーダイヤル ナ ヤ ミ

0120-700-783 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 →

骨盤ケアで叶える♡姿勢美人♡健康美人♡
この夏の疲れ、生活習慣から見直してみませんか？

☎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
津

↑至三雲トンネル

三大寺北

R307
庚申口

貴生川
小学校

里見車工房

天理ラーメン←
至信楽

貴
生
川

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？

　　　　　　◎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

手ぶらで来て気軽にBBQが楽しめる♪
屋外で過ごしやすいこの季節にぜひ！

☎0748-82-7877

山田牧場純乳
ソフトクリーム半額!!
手ぶらでBBQスタンダードご利用のお客
様に限ります。※他サービスとの併用不可。
H29.10.31まで

山田牧場に新たにBBQコーナーがで
きました！BBQメニューとして山田
ジャージー牛や豚・鶏肉・野菜などの食
材や炭・紙皿等がセットになった手ぶ
らでBBQスタンダードが￥2,500
その他キッズ・単品などスペシャルな
メニューもご用意しています。

BBQメニューにワンコメニューもあ
ってワンチャン連れもOK!!屋根付き
のBBQのコーナーで人数分のご注
文で食材などのお持込可能です。
BBQは5日前までにご予約下さい。
ご予約その他お問い合わせは電話かEメ
ールまで。 info@no-fu.net ※お昼時は
お電話に出られない場合があります

【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

スタンダード2人前

大人気ソフトクリーム☆

牧場の入り口♪

大人女子に人気のトータルビューティサロン!!
落ち着いた空間でアナタのキレイを叶えます！

☎0748-60-8512

新規ご来店のお客様
20％OFF

☆ご予約の際いんふぉ見たとお伝え下さい。
☆有効期限：2017.10.31
☆キャンペーンメニューは対象外

〈キャンペーン〉※ロング料金有り
カット＋カラー＋スパトリートメント

￥13,500→¥11,800
　 ※白髪染め更に－￥1,000
カット＋パーマ＋スパトリートメント

￥13,500→￥11,800
カット＋縮毛矯正

￥17,820→￥16,200

【住】甲賀市水口町朝日が丘 6-17
【営】9：30～18：00 Perm＆Color 17：00（受付終了）
【休】毎週月曜／第１火曜 ＆ 第３日曜
【P】有 

水口

Kokua（コクア）Beauty Gallery

関西アーバン銀行

たに歯科

古城が丘公園

県道307号
国道1号

水口駅

近江鉄道本線

アロマの香りが漂う隠れ家的サロン！
マンツーマンで大人が求めるサービス
を、女性の視点で細やかにエスコート
します。
2Fスペースではナチュラルな仕上がり
に定評のあるまつげエクステやネイル
も受けることができます。

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!!
※ウォッチワインダー　10,800円～
※ケース・クロス・クリーナーの
　お買い得3点セット　3,240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
川

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！
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NE運命解析学®
～心が喜び、運命が開花し、光り輝く人生～

あなたは生きていますか？

NE運命解析学®とは・・・
この時代を選んだ魂の目的を知り、運命さえもレベルアップする学問です。

これまでの、よくあるスピリチュアルや占いではありません。

一人ひとりにDNAレベルで刻み込まれた『幸せな生き方』を
統計に基づき解析します。

解析された統計は学問として解があるように
あなたの人生の羅針盤として役立てることが可能になります。

※個人セッション1名様当りの料金となります。

※※事前に『個人セッションに必要な情報』をご確認頂き、

　ご予約時にお知らせください。

今回は当協会で学びNE運命解析士®の

資格を授与されたNE運命解析士®による

個人セッションを受付致します。

・自分に自信をもてない・・・・・・・・
・パートナー・子供（孫）の事をもっと知りたい・・・
・現在の状況に不安を感じている方・・・
・仕事や家庭のことでお悩みの方・・・・

個人セッションに必要なもの（情報）
　１．お名前（漢字・フリガナ）
　２．性別
　３．生年月日
　４．生まれた場所（●●県●●市）
　５．生まれた時間

特典その①　あなただけの人生の羅針盤（ライトコンパスシート）
特典その②　運命をレベルアップする10のステップ（小冊子）

キャンセルポリシー

予約受付について
※お電話で最初に「個人セッション希望」とお伝え下さい。

こんな方におススメです

個人セッション料金

個人セッションに
必要な情報

0748-65-2231
本当の自分や人生のプログラムを知ることは、�

もしかしたら“怖い”と感じる人も

いるかもしれません。�

しかし、これからは深く自己を知ったからこそ

生かされ、可能性に満ちた世界が待っています。�

NE運命解析学®で最も大事な

あなた自身について是非、

深く知って頂きたいと思います。

今回だけの
特典をもれなくプレゼント

マスターオブライフ協会　ラ・ルーチェ支部

マスターオブライフ協会ＨＰ

プロが仕上げる
最高品質の

“ヘアカラー専門店”

さらに3週年キャンペーン
雑誌・SNSで話題沸騰の魔法のドライヤー

☆3つの特徴☆
最短40分でスピーディー
お買い物のついでに♪

プロの技術×最高品質のカラーあり
髪質を見極め、ムラなくキレイ♪

おサイフにやさしい安心プライス
仕上げはセルフブローで♪

1

2

3

● 部分染め……………￥1,080
● 根本染め……………￥2,160
● 全体染め……………￥2,700

～Menu～
＊ロング料金

は

　かかりませ
ん♪

髪だけで

なく顔の

リフトアップも

できる奇跡の

ドライヤー

〈キャンペーン期間：10/1～10月末まで〉
期間中に施術された方に！

●ドライヤー　●ストレートヘアアイロン　●カールヘアアイロン

特別価格で販売します♪　　
※価格は店頭にてご確認下さい。

ご予約は Q R コ ー ド か ら

私たちと一緒にお仕事しませんか？
フォレオ大津一里山・カインズモール甲賀店では

お問い合せは…

まで♪

スタッフ募集中です
美容師資格を活かしたい！
将来的に美容師に戻りたい！
やっぱり好きな美容師の仕事がしたい！

求人専用ダイヤル： ☎077-527-6618
              or  ☎090-1020-2461
メール：garcon@nike.eonet.ne.jp

体験入店も
OKです♪

（全て税込み価格）

使うほど

髪が、肌が

美しくなる

ヘアケア製品

毎日暑い夏ですが皆様夏バテふきとばし秋に向け
ヘアースタイルをリセットしませんか？

☎0748-62-0677

縮毛矯正500円
off

チラシお持ちの方
9月30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

水口

ＣｕｔＺｏｎｅＮＡＮＡ７理容・美容室

国道1号線

ピ
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さ
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AOKI
さん

←土山 甲西→

コメリ
さん焼肉

ジョーシンさん

い
ず
み
歯
科
さ
ん

夏の疲れを残したくないあなたへ
　　　　　　ピエス鍼灸接骨院　水口院

☎0748-63-0330

大好評“美顔鍼”
“骨盤矯正”

美顔鍼：通常3,500円
→『いんふぉ見た』で2,778円(税抜)
骨盤矯正：整体・鍼・保険治療との
組合せで926円(税抜)

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

“女性の方必見”
エステ40分　通常5,556円を
　なんと1,852円でご提供
大人気のネイル　ハンド3,704円～
（ネイルは完全予約） フット4,630円～

（表示価格は全て税抜）

【住】水口町本綾野 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）
【ネイル専用】080-1451-8231

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

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。


