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新
春

必
見

★2019年（H.31）1月に成人式を迎えられるあなたへ
　1998年（H.10）4.2～1999年（H.11）4.1生まれの方
★2020年（H.32）1月に成人式を迎えられるあなたへ
　1999年（H.11）4.2～2000年（H12）4.1生まれの方
平成31年・32年に成人を迎えられる
お嬢様とご家族様へ
二十歳の振袖は「かわきた」におまかせ下さい！

かわきたなら
お買い上げ派

前撮り撮影
（後撮り）

成人式
当日

卒業式 その後の
アフター

きもの乃館 創業明治12年(1879年)

滋賀県湖南市下田525

URL http://kawakita-kimono.jp
0120-0748-30
TEL 0748-75-0030

も もレンタル派

催
開

期間中に一定額以上の振袖を
ご購入orレンタルされた方に

も・れ・な・くプレゼント！

オシャレアイテム
GET！

二十歳になるあなたへ贈る

最高の振袖は
創業138年のかわきたで

発行部数41000部（新聞折込4万部 ＋設置1000部）

株式会社ライフコミュニケーション
甲賀市水口町泉1405 TEL 0748-65-2231 

信楽の春と、一杯のコーヒーで
“ほっ♪”と一息いれませんか？

☎0748-82-3700

“小菓子”
プレゼント

※「いんふぉを見た」もしくはご持参した
　方にプレゼント！ 5月末までにお食事
　された方、グループに限ります。

～メニュー～
ランチ・ドリンクセット・・・・・・・・800円～
スイーツ・ドリンクセット・・・・・650円～
コーヒーゼリー・・・・・・・・・・・・・・・・500円　
自家製ジンジャーエール・・・500円　

シガラキカフェは皆様のご来店を
心よりお待ちしております♪

【住】甲賀市信楽町長野152
☆信楽駅ロータリーのすぐそばです♪
【営】11：00～17：00
【休】不定休です。詳しくはお問い合わせ下さい。

信楽

シガラキカフェカフェ・レストラン

当店は和モダンな雰囲気で落ち着き
のある、癒やしの古民家カフェです。
お1人はもちろん、グループでも
ご利用頂けますので、女子会やママ
会などにもオススメ♪
シガラキカフェはこだわりメニューで
皆様をお待ちしております♪

信
楽
駅

甲賀市役所 信楽
地域市民センター

137

丸五商店

お家の有効活用を考えてみませんか？
　　　　　　甲賀市・湖南市でお家を貸すなら　

☎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

甲賀市空き家バンク

協力事業者の

　　当店に是非

　　ご相談下さい。

寒い季節を乗り切った身体にご褒美をいかがですか
　　　　　　ピエス鍼灸接骨院　水口院

☎0748-63-0330

3月火・木曜日限定
整体60分 2,980円
美顔鍼：初回2,778円
火・木曜日ははり治療・足ツボも超お得！
すべてのコース20％off

当店は鍼灸接骨院にネイルサロンを
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
お待ちしております。

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
足ツボマッサージ 20分2,500円
 40分4,000円
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・ネイル

アルプラザ

名坂

ホテル
ニューミフク

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れからの季節にぜひ！

☎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。
H30.4.22まで

大人気手ぶらでBBQでお腹も心も
大満腹に！！BBQメニューとして山田
牛や豚肉・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)
【HP】www.no-fu-yamadabokujyou.com

信楽

山田牧場/no-fu牧場・スイーツ販売

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♪

　　　　　　◎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

卒業や入学シーズンですね。春に向け心機一転!!
当店でヘアーチェンジしてみませんか？

☎0748-62-0677

当店人気の縮毛矯正
9,900円～

時間がかかるため
予約をお願いします

おすすめ春っぽくふわっとパーマ
　5,200円～
ポイントなら
　3,600円～
つやを出すなら集中トリートメント
　1,000円～
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
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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
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科
さ
ん
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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

What！？
相談

◆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・・・・。

What！？
取扱保険
種類

◆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

保険のセカンドオピニオン

カインズモール甲賀店

～保険相談の流れ～
保険の基本をお伝えし、現状分析＆ヒアリングを行います。STEP ①
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。STEP ②
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。STEP ③

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！
※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。

【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。

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 →

ヘアー・マツエク・ネイル　大人の女性のサロン!!
　　　　　　美容師スタッフ・ネイリスト募集中!!

☎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：2018.4.30
☆キャンペーンメニューは対象外

〈メニュー〉
・カット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥5,000　
・カラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥4,000～
・パーマ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥4,000～
・縮毛矯正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥8,000～
・マツゲエクステ・・・・・・・・・・・・￥4,000～
・ネイル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥4,000～

（税抜き価格）

【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

ゆったりと落ち着いた時間の流れる
トータルビューティーサロン。そんな空
間で経験豊富なスタッフがあなたらし
さをより輝かせるお手伝いをします。
トレンドを抑えながらお客さまのライ
フスタイルにあった丁寧なカウンセリ
ングで再現性の高さを約束します。

らくらく・簡単・座るだけ!!
本気で痩せたいならYOSA!!

☎080-3762-0478

6月8日まで限定
全コース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種類のハーブミスト温浴YOSA
身体を芯から温めて潤し、汗と共に
老廃物を排出。代謝・免疫力アップ
脂肪燃焼、美肌効果あり。
やせたい！ キレイになりたい！
体質改善したい ！ という方
YOSAを体験してみて下さい♪

◆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））

【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

水口

水口
工業団地

ケーズデンキau
AOKI

SUBARU
JA ガスト

AUTOBACS

里北脇

164

121

春の風を感じるスタイルをあなたに
カットの技術の違いを当店で体感してください

☎0748-62-1410

カットから着付まで
何でも相談して下さい
当店は静かな住宅街の中にございます
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？　東京で活躍して
いるトップスタイリストから技術指導
を受け最新、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
出来ることを体感して下さい。

こんなお悩みの方ぜひお越し下さい!!
・素敵なショートカットに憧れる
・くせ毛や骨格などで希望のスタイル
 を諦めたことがある
・カット・着付が一緒にできるサロンを
 探している
・理想のスタイルが見つからない

店主　徳田

【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 

水口

ビューティサロン　とくだ美容室

近
江
鉄
道

P

じょうなん

旧東海道
水口高校

ム
ツ
ゴ
ロ
ウ

西友市役所

307

発行部数41000部（新聞折込4万部 ＋設置1000部）

株式会社ライフコミュニケーション
甲賀市水口町泉1405 TEL 0748-65-2231 

入会金・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,000円（税別）
事務手数料・・・・・・・・・・・・3,000円（税別）
月謝・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,300円（税別）
銀行引き落としとなります。

2ヶ月分のお月謝は現金払い
（うち1ヶ月は日割り計算となります）

水口

Rusiemama fitnessフィットネス

近江グリーンロード
JAこうか

西友水口店

エディオン
甲賀区役所水口庁舎

7日間
無料体験プレゼント！
※ご予約の際、「いんふぉ見た」と
　お伝え下さい
有効期間：発行から1ヶ月

女性専用。本格的ダイエット＆健康推進ジム！
体調の回復された会員様続出しています！

ボディメイク大会で上位入賞している
トレーナーがあなたの身体と健康を
責任を持ってお手伝い致します。
筋肉にしっかり反応する本格的なマ
シンを採用しています。去年11月に
オープンし、多くの会員様が肩こりや
腰痛改善で喜んで頂いています。

☎080-6235-5029

【住】甲賀市水口町水口 6084-1 西友水口店 2階
【営】 10：00～14：00／15：30～19：00
 16：00～20：00（日曜日）　※詳しくはHPにて！
【休】水・土


