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プリペイドカードがお得!! 10,000円入金で、
10,500円分ガソリンが購入できる！！

☎0748-71-4555

“クーポン”をかざすと
5円引き！！

左記のQRコードを給油前に計量機に
かざしますと、通常の価格から5円引き
で購入が可能です。（法人カードは除く）

洗車メニュー
☆手洗い洗車・・・・・・・・・・・・・・1,700円～
☆撥水洗車・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,900円～
☆車内洗浄・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,300円～
☆ピュアキーパー・・・・・・・・・5,600円～
☆クリスタルキーパー・・・16,300円～
☆ドライブスルー洗車・・・・・・100円～
　その他、オイル、タイヤ販売etc.

【住】湖南市夏見1285-1
【給油時間】6：00～22：00
【洗車等の作業時間】9：00～18：00
ご予約お待ちしております！

湖南

湖南すまいる甲西SSガソリンスタンド

プリペイドカードにお金をチャージさ
れますと、5％多く入金されます。
 5,000円→ 5,250円
 10,000円→ 10,500円
 20,000円→ 21,000円
入金方法は、簡単！！ サービスルーム
でも、外の計量機でもOK!!

甲西郵便局

ベビーフェイス
プラネッツ
甲西リハビリ病院
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←至甲西駅 至三雲駅→
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　　　　　　◎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

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 

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。
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カインズモール
フードコート内

国道1号線　　

土山 →

当店ではiPhone修理以外にも・・・

HPは
こちらを
チェック

今ならいんふぉ持参で！
iPhone修理

オリジナルスマホケース
その他商品

すべて１０％OFF♪
※期限は6/9～7/16とさせていただきます。

滋賀県甲賀市水口町泉１４０５　カインズモール甲賀店内
９：３０～20：00　※元日のみお休みです
０７４８－６９－６６０５

住 所
営業時間
T E L

COOL CUTE 和柄

スマホ・時計ユーザーのための専門店

画面割れ修理
iPhone５～8Plusまで対応！
その日のうちに修理対応が可能です♪
データが消えるといったこともほとんど
ございませんので安心してお持ちください！

バッテリー交換
バッテリーの寿命は約２年、もしくは５００回
充電といわれています。
充電の減りが早い、１日持たないといった
方は当店までお持ちください♪
もちろんその日の内に交換完了です♪

データ移行
機種変更時の面倒なデータ移行も当店
にお任せください ！
LINEのトーク履歴などのバックアップと
復元もさせて頂きます♪

スマホ・時計ユーザーのための専門店
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カタボリックという言葉をご存知ですか？　カタボリックとは筋肉の成長量よりも筋
肉の分解量が多い状態をいいます。体を動かすためのエネルギーを作るために筋肉の
分解が進みます。なので、ただ歩くだけでは分解量を増やす（エネルギーの消費が増
える）ばかりで筋肉は増えません！　だからこそ筋トレが大切になってくるんです！

～ 料金案内 ～
入会金 ……… 9,000 円
年会員 ……… 6,300 円 / 月
月会員 … ……7,300 円 / 月
事務手数料 … 3,000 円
※上記金額に別途消費税が必要となります。
※年会員は1年未満での解約の場合違約金
　が生じますのでご注意ください。

Rusiemama・fitness 西友水口店

【住所】
　甲賀市水口町水口６０８４－１ 西友水口店２F
【営業時間：月～金】
　前半の部／10：00～ 14：00　※13：30までに入店
　後半の部／15：30～ 19：30　※19：00までに入店
　※土日は休業となりますのでお気を付けください。

お問い合わせは
TEL：080-6235-5029
もしくは下記QRコードから
ホームページをご確認ください

甲賀区役所水口庁舎

西友水口店

近江グリーンロード

エディオン

JAこうが

★

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
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　　アイスコーヒーを楽しむ季節です♪
　人気のスイーツセットで癒やしのカフェタイムに♪

☎0748-82-3700

“アイスクリーム”
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！ 8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　

新メニュー
☆お持ち帰りの☆
☆小菓子も登場☆

【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。
夏のカフェタイムに当店自慢の
アイスコーヒーはいかがですか？
後味すっきりアイスコーヒーと
スイーツのセットが人気です♪

信
楽
駅

甲賀市役所 信楽
地域市民センター
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丸五商店

湿気の多い季節になりました。髪が広がる方「ぺたっ」と
なってしまう方、Pや矯正をあてて乗りきりましょう

☎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

ふわっと楽々パーマ
　5,200円～
ポイントなら
　3,600円～
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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里山の素朴なパンと珈琲のお店
今年5月にオープンした新しいお店です

☎0748-69-5167

ご予約
承っております

お気軽にお問い合わせ下さい
インスタアカウントできました
cococala5167でチェック！

手間暇かけて作った優しい味のパン
を取り揃えております。
里山の恵みがつまった、素朴なパン
をお楽しみ下さい。
食パンは“春よ恋”使用の湯種仕込
一晩熟成の大人気商品です。
イートインも可能です

～メニュー～
・パン各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・138円～
・食パン一斤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・280円～

～ドリンク～
・珈琲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・370円　
・ジュース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・400円～

（全て税抜です）

【住】甲賀市甲南町野尻 431
　   甲賀いこい村くらしモール内
【営】11：00～17：30 ※ラストオーダー17：00
【休】日・月・祝　　【P】あり

甲南

COCCALA（コッカラ）BAKE&CAFE

甲賀ホンダ

野尻

七ツ池
地蔵尊
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美顔鍼！！国産鍼使用の安全感と女性鍼灸師だから
こそ悩みも解る！！　起業出来るネイリスト募集中！！

☎0748-63-0330

“いんふぉ見た”で美顔鍼
初回限定  2,500円
これから夏に向けての体の歪みが
気になる自分のスタイルを更に
良く見せたい方必見！！
骨盤矯正（目安10分程度）1,500円

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。

実費治療
　通常 15分1,300円～
クーポン使用時 15分1,000円～
 15分毎に1,000円～
美顔鍼（女性鍼灸師）
　通常 3,500円
クーポン使用時 3,000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

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 


