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お得な情報満載 !! いま一押しのお店をご紹介 !!
■発行部数 /48,650 枚■発行日 / 令和 3 年１０月２３日 ( 土 )■発行サイクル / 毎月第 4 土曜日
■新聞折込エリア / 亀岡市全域・南丹市全域・京丹波町・洛西一部 ( 京都新聞・朝日新聞・毎日新聞・読売新聞 )

広告掲載の
お問合せは

完全
予約制

〒621-0043 亀岡市千代川町小林２２街区１

一条工務店 亀岡展示場

１,０００円分

予約
特典

予約
特典
おいしい
パンの
プレゼント !!

※それぞれ数に限りがあります※初回のご予約に限ります

https://www.ichijo.co.jp/guide/detail/?bid=373
一条工務店 亀岡展示場

TEL.

（要予約制）

予約受付中

一条工務店 https://ichijo.jp

建設業免許：国土交通大臣 ( 特 -27)10540 号
宅建業許可：国土交通大臣 (6) 第 5369 号
一般社団法人全国住宅産業協会加盟
交益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会加盟
本社：東京都江東区木場 5-10-10 Tel.03-5245-0111

建築

住宅
京都府千代川町小林２２街区１

（株）一条工務店 55-9261(0771)お問合せP
営業時間   10:00 ～ 19:00 http://ichijo.jp

な

マクドナルドマクドナルド

←

亀岡展示場

←
マクドナルド

こども縁日 
　　開催
こども縁日 
　　開催

場所 / 一条工務店　亀岡展示場場所 / 一条工務店　亀岡展示場

日土・ 日土・

開催時間開催時間

新型コロナウイルス対策として

❶従業員のマスク着用
❷除菌アルコールスプレーの設置
❸換気対策
❹一度にご案内できる組数を制限
　させていただいております。

※ご来場の際にはマスクの
　着用をお願い致します。

・ 葺き替え
・ 塗り替え等

・ 塗装
・ サイディング張り等

・ システムキッチン ・ バス
・ トイレ ・ 洗面化粧台等

・ バリアフリー
・ 不用品処分等

当店２F にショールームあります

屋 根 外 壁 水回り

その他

内 装 エクステリア

西つつじヶ丘大山台

■JR 亀岡駅バス６分ふれあいセンター前徒歩３分
■亀岡市西つつじヶ丘大山台２丁目■リフォーム歴有
■土地 /112.78 ㎡■建物 /86.67 ㎡■地目 / 宅地
■1991.4( 平成 3 年 4 月 )■用途地域 /1 種低層 【専任】

★ガーデニングが
　出来る庭付き
★眺望良好★4LDK
★閑静な住宅街

お問合せ住宅
亀岡市千代川町小林北ン田 48 番 4

2929-72(0120)
販売

掲載する図面は略図につき、実際との相違が生じた場合は現況を優先致します。　京知免（９）第７６２１号　京宅協会員　近畿公取協加盟店＜仲介＞　　　　　　　

販売 亀岡市東つつじヶ丘曙台１丁目 1-14 定休日火曜・水曜
ベストホーム株式会社 23-3765(0771)お問合せP

http://www.besthome-kameoka.co.jp
住宅

亀岡市でキャンピングカーを
　　　　　　　　　　レンタルしています。

ホームページ

お友達登録で

初回
レンタカー業　許可番号　京運輸第４９９号

レジャー 亀岡市東つつじヶ丘曙台 4丁目 1-6 合同会社 FATN1503
2404-8921(080)生活 .

https://campingcar-rental-kameoka.com/

TEL ０９０-８４４６-４２９８

ウォッシュファクトリー横町
京都府亀岡市横町３６番地

（AM８:００～PM５:００限定販売です）

スニーカー
   ランドリー

コイン精米所併設コイン精米所併設

お得なプリペイドカード

■低温精米!!
■完全残米ゼロ!!
■石抜装置付!!

亀岡駅

９

古世口

西友

亀岡高

アミティ亀岡

アヤハディオ

ゲオ

南郷公園

スーパーマツモト

こばやし文具店

サンガスタジアム

イオン

ダイコク
バーガー

ドロンコ汚れもスパイラルブラシできれいに落とします!!洗濯→乾燥 まで 300円

円

洗濯→乾燥 まで

　全自動
 洗濯乾燥機４台

少量 円～

乾燥機５台

コインランドリー 亀岡市横町 36 年中無休
8446-4298(090)お問合せP生活
営業時間 6:00 ～ 24:00

園部町小山西町
新築一戸建

★個性的なデザイン
   　住宅堂々完成 !!

《仲介》

・ 南丹市園部町小山西町大向１０番１９
・ 土地 : １５７.４８㎡ ・ 建物延面積 : ８１㎡
・ 木造スレート葺２階建 ・ 令和３年７月新築

園部駅 徒歩１８分

価
格

・ 亀岡市南つつじケ丘大葉台２丁目５番３
・ 土地 :１５６.２９㎡、 建物 :１０１.０２㎡
・ 木造瓦葺２階建
・ 築年月日 : 昭和６２年４月

大葉台１丁目停　徒歩４分

《仲介》

★外壁塗装工事（建物本体及び塀）・屋根補修・桶塗装
★システムキッチン・トイレ・洗面化粧台 (三面鏡タイプ）新調
★テレビモニター新調、給湯器類・コンセントカバー交換
★クロス張替、畳表替、障子・襖張替、ハウスクリーニング

令和３年５月リフォーム

３３

《現況》更地 《売主》

篠町篠
価
格

馬堀駅 徒歩１７分

・ 亀岡市篠町篠下中筋６０番５
・ 土地 : ９１７.２２㎡ (２７７.４５坪 )
　セットバック約５１.１８㎡ (１５.４８坪含む )
・ 建ぺい率６０％ ・ 容積率１００％
・ 南側約４m 道路に約１２m 接道

建築条件付売土地

★ゆったりとした敷地にフリー
　プランで建ててみませんか？

売土地
約２６ｍ

約２０ｍ

約６ｍ
外構費込

３価
格

販売 亀岡市篠町馬堀駅前 2丁目 2-20
29-2510(0771)住宅 P
http://www.esy.co.jp

★駐車３台可

夕日ヶ丘停 徒歩１分

普通車１台
軽自動車１台
駐車可能価

格

篠町夕日ヶ丘

《仲介》《現況》空家

JR バス園部宮町停　徒歩４分

価
格

《現況》空家

園部町美園町

・ 南丹市園部町美園町４号
・ 土地 :１４５.１９㎡
・ 建物延面積 : １４４.０５㎡
・ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺２階建
・ 築年月日 : 昭和５４年３月

《仲介》

店舗 ・ 事務所

何
商
可

《仲介》

下矢田町
価
格

亀岡駅 徒歩２０分

・ 亀岡市下矢田町２丁目２３番４
・ 土地 :１０２.４４㎡
・ 建物延面積 : ６６.７９㎡
・ 木造２階建 ・ 昭和４７年７月築

【１F】 【２F】



スタッフ募集
足場工事 亀岡市三宅町 2丁目 13 番 11 号

茨木工業株式会社 (0771)お問合せP
http://www.kensetumap.com

25-6431お問合せ求人

経験のある方募集 !!

自動車整備士未経験者も歓迎♪

【資格】 整備士免許２級～３級
【勤務】 ８:３０～１７:３０
【休日】 日曜 ・祝日 ・第２土曜

【待遇】 社保完備 ・作業着貸与 ・賞与年２回
【応募】 ９月２７日 ( 月 )９時から受付

丸安自工株式会社

※経験・能力による
月
給

年齢不問

整備士 南丹市八木町木原河原 18 営業時間 8:30 ～ 17:30 定休日 日曜・祝日・第２土曜
丸安自工株式会社 42-2323(0771)お問合せP求人

中華料理 広東 24-0149(0771)
中華料理

ご予約P
亀岡市安町野々神 47 営業時間 11:30～ 14:30、17:00～ 21:30  定休日 木曜 https://kanton-kyoto.com/

こんな方は今すぐご相談ください !!

※イメージです

最高
クオカード

成立した方から
毎月抽選で

カ
メ
ッ
プ
限
定

出張査定を
 お申込みの方
        全員に !!

出張査定を
 お申込みの方
        全員に !!

農業をやめようと思っているが
農機具の処分に困っている。
倉庫に古い農機具があふれている。
新車を買いたいので
少しでも高く買い取ってほしい。

高く買い取りいたします。

亀岡市篠町王子下上牧 59-1
中古農機具買取専門店 700-399(0120)お問合せP生活

農機具買取 https://nextplus-noukigu.com/２４時間電話対応　年中無休

安心・安全

髪と頭皮に
　優しい美容室
髪と頭皮に
　優しい美容室

パーマ剤、カラー剤、シャンプーなどの化学薬品を天然水と
フルボ酸に混ぜて使用することで、化学物質のバランスを整え
お客様の髪や頭皮、身体に負担をかけることなく、本来の健やかな
美しさを取り戻し悩みを解決します。

パーマ剤、カラー剤、シャンプーなどの化学薬品を天然水と
フルボ酸に混ぜて使用することで、化学物質のバランスを整え
お客様の髪や頭皮、身体に負担をかけることなく、本来の健やかな
美しさを取り戻し悩みを解決します。

水カラー水カラー
とってもあたたかい !!
癒しのお水ヘッドスパ

水パーマ水パーマ
とってもあたたかい !!
癒しのお水ヘッドスパ

天然ヘナ天然ヘナ
化学物質ゼロの
　ヘナカラー

ショート 
通常 7,560 円～

ショート 通常 8,000 円～

ショート 
通常 11,000 円～

トリートメントヘッドスパの効果あり。ブロー込み

ブロー込み カット・パーマ

お水のトリートメント
ヘッドスパ ( 通常 3,300 円 )

※ワンタッチ ( 全体 ) もあります。ブロー込み

お水のトリートメント
ヘッドスパ ( 通常 3,300 円 )

検索美容室ビーワンスタジオ

お店の場所がわかりにくい場合は
               お気軽にお電話ください !!
お店の場所がわかりにくい場合は
               お気軽にお電話ください !!

様々な頭皮や髪のお悩み

根元リタッチ
根元３cm まで

【５０代
  女性】

ヴィーダフル商品
スタイリング剤

ビーワン商品♪

○抜け毛・切れ毛が増え
　ボリュームが欲しい方
○白髪を頻繁に
　染められる方
○パーマ・カラーなどで　
　頭皮がしみる方
　ニオイが苦手な方
○アレルギー体質の方
○ツヤがなく髪の毛が
　広がり、巻き髪など
　思い通りのヘアスタ
　イルにならない方

こんな方におすすめ !

９

1 年間の感謝を込めて・・・

営業時間 9:00 ～ 18:00  定休日 毎週月曜・第 2月曜火曜・第 3日曜月曜
生活

南丹市八木町氷所部々ﾉ木 1
(0771)P 予約優先制

美容院
42-6622Fineﾋﾞｰﾜﾝｽﾀｼﾞｵ

ジム

健康 お問合せP 20-1427(0771)
亀岡市安町釜ヶ前 32-1

機能回復ジムメディカルアート

●脳梗塞退院後のポストリハビリテーション
●肩こり・腰痛・膝痛を改善したい人
●フィットネスジムが続かない人
●血圧・血糖値が気になる人
●姿勢を改善したい人

●脳梗塞退院後のポストリハビリテーション
●肩こり・腰痛・膝痛を改善したい人
●フィットネスジムが続かない人
●血圧・血糖値が気になる人
●姿勢を改善したい人

こんな方におすすめします

移転記念移転記念

１１１１

ブランクある方も大歓迎 !!

お問合せ求人 Sky Dental Clinic
亀岡市千代川町小林下戸 9-7 診療日  月・火・水・金・土曜日

56-8241(0771)
歯科 休診日 木・日曜・祝日

イ

高
価
買
取

い
た
し
ま
す

【クボタ計量取引検査済　正規店】

お気軽にお電話ください

受付時間　9:00 ～ 18:00　定休日　土・日・祝　
生活 (080)4560-0800日本エコメタル

亀岡市上矢田町一ノ坪根 2-1

ランチタイム

本券1枚につき１グループ有効です。
他のクーポン券と併用はできません。

本券 1枚につき１グループ有効です。
他のクーポン券と併用はできません。

本券 1枚につき１グループ有効です。
他のクーポン券と併用はできません。

ドルチェバイキング

ディナーセット

他のクーポン券と併用はできません。

テイクアウト

秋のドルチェラインナップ

オマール海老の
トマトクリーム

  フェットチーネ
魚介のトマトソース

マッシュルームの
クリームソースの
  カサレッチェ

エ

1,100 円以上でご利用いただけます。

カフェタイム
ドルチェバイキング

亀岡市中矢田町岸の上 15-2
25-5456(0771)ご予約歓迎P33 台ルイジアナママ亀岡店

お電話おかけ間違いの無いようお願いいたします !

パスタ & ピザ
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