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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 

Rusiemama・fitness 西友水口店

料金案内
入　会　金：9,000 円
事務手数料：3,000 円
　月　謝　：6,300 円

（全て税別となります）
※お支払いはクレジット定期払
　ご希望の方は銀行引き落としも可能です
　うち 1ヵ月は日割り計算となります

TEL：080-6235-5029
H P：下記QRコード

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

★

お問い合わせ

年会員様限定のダイエット食事チーム！

☆年会員様限定☆

食事管理チームへ
ご招待

ご予約の際「いんふぉ見た」とお伝えください
有効期限は発行日から１ヵ月です

☆いんふぉ限定クーポン☆

1 回無料券
プレゼント！

一流スタッ
フの

徹底サポー
ト！

マシンも
いろいろ ! みんなでダンベ

ル体操♪

キッズスペース
も

あります♪
本格マシンで
本格トレーニン

グ !

専用ロッカー・
更衣室も完備 !

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 →

“ムダ毛はピエスでおいて毛ぼり～♪”
 ⬇この違いを見てください！

☎0748-63-0330

脱毛両脇初回500円
男性髭初回1,000円

毛穴がキュッと締まる寒いこの時期こそ
脱毛に最適！このシーズンを逃さないで
ください！！ ※男性の髭一部位1,000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で施術を行いま
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。

整体、リラクゼーション〈税抜価格〉
通常・・・・・・・・・・・・・・・・・15分／1,300円～
ギフト使用で・・・・15分／1,000円～
ソーマダイン・・・・・・・・・一部位500円～
◆エステティックサロンピエス◆
脱毛・・・・・・・・・・・・・・・各パーツ2,200円～
選べる16部位コースもあります！　

【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】火曜日・木曜日

水口

ピエス鍼灸接骨院　水口院接骨・整体／脱毛

アルプラザ

名坂

ホテル
ニューミフク

今年もあと少しですね今年のおさめヘアーも当店で
大好評カラーケアーコース実行中！！

☎0748-62-0677

シャンプートリート
メントミニセット

1600円
オイル付きミニセット2500円
プレゼントにも喜ばれますよ。

カラーされる方限定カラーケアー
コースいつもの料金に+300円でし
ていただけます。１回でいつもと違う
仕上がりで根元から毛先までサラサ
ラツヤツヤ！香りも癒し系で長続きし
ます。気にいっていただけたら買うこ
ともできますのでぜひ！

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
ア
ゴ
さ
ん

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
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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 →

スマホケースのお悩みも解決します♪

カインズモール甲賀店は
iPhone 修理だけでなく…

カインズモール甲賀

カタログ・お写真・絵などから
お持ちのスマホに合わせて
お作りします！
※一部作成できない機種がございます。
詳しくは店頭スタッフ、もしくはお電話にてお問合せ下さい。

☆いんふぉ特別クーポン☆
オリジナルスマホケース料金：１０％ＯＦＦ！！

※有効期限：2019年1月末まで。いんふぉをご持参ください。

スマホケースは、「探す」から「作る」時代です！！

TEL： 0748-69-6605
 080-4708-7899（腕時計問合せ専用）

オーバーホール
ダイアル再生
風防別作
ケーム研磨
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？

Before After

古い時計が美しく蘇りました！ ● 腕時計電池交換
　ファッション系ブランド　970 円～
　DIESEL・NIXON・ARMANI
　FOSSIL・Marc Jacobs・・・
　海外ブランド時計　1,290 円～
　GUCCI・LUMINOX・CK・・・
● ベルト修理・洗浄・交換承ります。
● オーダー革ベルトお作りします。
　 ※ブランド時計のベルトが割安で作れます。
● ガラス（風防）交換・針はずれ修理承ります。
● オーバーホール・レーザー溶接承ります。

では腕時計修理も承っております！

使ってるスマホの
ケースが
どこにも売ってない！

自分だけの
『特別』 な
ケースが欲しい！

売ってるケースの
デザインが
好みじゃない！

年末年始の営業について
12/29・30・31は腕時計修理がお休みです。
1/2・3・4は iPhone 修理がお休みです。
(スマホケースはOK)

スマホ関連 9：30 ～20：00
腕時計関連 9：30 ～19：30

営

元日のみ休
カインズ・ベイシアの駐車場をご利用くださいP

HPは
こちらから

インスタは
こちらから

M
A
P

有限会社カーテックウカイ

整備も
ばっちり！
安心です！

スタッフ一同皆様を心よりお待ちしております！
まずはお気軽にお電話下さい♪
TEL:0120-307-168

アフターフォローも充実!!
一流スタッフが
あなたのお車守ります

頭金 0 円 ・ ボーナス払い
なしでも OK ！
国産車なら、全メーカー
全車種お好みのお車に
乗れるんです♪

提供実績 18年以上
信頼と安心マイカーリース発祥のブランド

税金・車検
メンテナンス
 全てコミコミ！

月々定額で
急な出費が
ありません！

５年間
定額で新車に
乗れる♪

近畿運輸局指定工場完備
整備のことならお任せください！

ここがポイント

広域農道

ファミリー
マート

信楽高原信楽線

貴生
川駅
 →

レバートルフ
滋賀本社工場

近江
グリーンロード

HPはこちら

使われていないお家の活用を考えてみませんか？
お家を貸すならアスモにお任せください。

☎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

アスモは使われていない
お家の適切な管理を
　　　行っています。
　　　詳しくは
　　　ホームページを
　　　ご覧ください。

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

針

平
和
堂

甲
西
中
央
店

来
来
亭

夏見新田

←至甲西駅 至三雲駅→

4

パーソナルトレーニングジムで肉体改造！
短期集中ダイエット、挑戦者募集！！

☎0748-78-0225

スタンダード1ヶ月
30,000円

いんふぉ見た方先着3名様限定
詳しくはお問い合わせください。

筋トレ・有酸素運動・食事改善で
取り組む短期集中ダイエット
一人で挫折しがちなダイエットですが
トレーナーと2人3脚で取り組むので
高い成功率を誇ります。成果はHPの
ビフォーアフターでご確認を。食欲の
秋だからこそぜひ始めてください！

ダイエットメソッド
スタンダード 1ヶ月…32,000円　
　　　　　　 2ヶ月…59,000円　

初回体験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000円　

ご見学・ご相談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・無料　

【住】甲賀市水口町東名坂 302-1　ツキダビル2F
【営】月～金 10：00～22：00　土 10：00～17：00
【休】日曜日
お気軽にお問い合わせ下さい♪

水口

UP Styleパーソナルジム 

アルプラザ
ブック
オフ

名坂北 松尾

西名坂

水口幼稚園

1

近
江
鉄
道
本
線

新
町

チャンピオン

水口駅


