
身のまわりをキレイに クリーニング●リフォーム特集!＆
2016年12月3日　土曜日  ＜12＞

　普段のお手入れではなかなか落ちない頑固
な汚れ…キレイすっきり新年を迎えたいなら、
同社自慢のクリーニングがオススメです。今
ならリビング読者限定で、通常１万2000円
の掃除が3980円に！　また、いま人気のトイ
レも特価で登場。年末は予約が混み合ってい
るので、相談はお早めに。

　熊本地震で住宅が半壊・大規模半壊となっ
た世帯を対象に、修理費用が最大57万6000
円補助される「応急修理制度」の申し込みが、
来年４月までに延長。洗面台やトイレにも使
えるので上手に利用して。 お得!!

☎096（285）7840
住所／東区保田窪本町 10-101
営業／ 8:00 ～ 18:00、日曜休（12/29 ～ 1/4 休）
※すべて税別

 （株）Kクリーン総合サービス

大掃除に！ 年末リフォームキャンペーン

トイレ・リフォーム

「気持ちのいい水回り」を取り戻す！
経年劣化の汚れもピカピカに

「応急修理制度」の申込みが来年４月まで延長
各先着２台限定！

話題のトイレが特価

※新規限定、先着10人、①②併用可

①掃除（１カ所）
　　通常１万2000円→3980円
②トイレコーティング
　　　　 通常３万円→9800円

12万5000円

大好評！　
掃除お試しキャンペーン

アラウーノSⅡ●パナソニック

※各先着２人、撤去・処分・取付費込
ウォシュレットは２万円～

（手洗い・カウンターも別途取付可）

自動泡洗浄のイチオシトイレ

６万8000円
ピュアレストQR●TOTO

●エアコン　（お掃除機能付は別途）
●換気扇 フードor 芯
●風呂カビ取り

下記より１カ所から選べます
※価格は下の「お得」を参照

タンクレスでスッキリ「アラウーノSⅡ」

●トイレコーティング
汚れが付きにくく、ピカピカが続いて
ずっとキレイ！

TOTOリモデルクラブ （株）たしろ住設バス
リフォーム

10120・810・243
住所／中央区保田窪 2-4-98
受付／ 9:00 ～ 17:00、土日休

TOTOシステムバスが70万円

　信頼と実績の「たしろ住設」
は今年創業７０周年を迎えまし
た。日ごろの感謝を込めて、人
気のTOTOシステムバスを70
万円の特別価格で販売します！
　商品は戸建て用「サザナ」とマ
ンション向け「WGシリーズ」。
畳のようにやわらかく、断熱効
果もある「ほっカラリ床」や、節
水なのに水量感たっぷりの「エ
アインシャワー」など充実の機
能がポイントです。「価格はす
べて標準工事費込みが当社のこ
だわりです」と社長が語るよう
に、価格にも注目！

標準工事費込み、消費税も込み
創業70周年の特別価格です

たしろ住設 検索←

創業 70 周年記念セット

標準工事費＆消費税込み

各70万円
【共通スペック】
ほっカラリ床、エアインシャワー、
お掃除ラクラク鏡など
※写真はイメージです

限定各５台

●TOTO戸建て用システムバス
　Nタイプ　１坪まで
　サザナ 128万円
●TOTOマンション用システムバス
　Nタイプ　1216
　WGシリーズ 134万円

インテリアリペア マツオカ修　理

☎096（329）1448
住所／西区上高橋 2-22-1
営業／ 9:00 ～ 18:00、日曜休
※市内は出張見積もり無料

ソファをリペア、家具修復も！

インテリアリペアのビフォーアフター
張り替えではありません

　今年も残すところあとわず
か。大掃除に加えて家具の傷み
を修復すれば家の中がスッキリ
明るくなります！　同社のカラ
ーリングリペアはソファの色落
ちやひび割れ、10㎝程度の破
れなどを特殊な技術で修復。カ
ラーは何色でも対応（本革・合
皮のみ）。汚れだけならソファ
クリーニングもありますよ。
　そのほかイスの座面張り替
え、家具全般の修理（蝶番取り
替え、木製品の修繕など）もお
願いできます。自宅まで出張、
持ち運びの必要なし。

買い替えよりまずはリペア
早めの注文で年内納品可能

お得!!
「リビングを見た」で

カラーリングリペアを注文すると

※先着10人に限る、
H28.11.30～12.31まで

通常価格から8％オフ

正月は、キレイな畳で迎えましょう

　日本人ですもの、お正月は、きれいなお座
敷ですがすがしく迎えたいですね。
　和室は畳や襖（ふすま）、障子を換えるだけ
で、見違えるほど美しくなるもの。合志市須
屋の本田畳店では、「今なら正月に間に合いま
す」とのこと。

　同店は、長年培った技術とていねいな仕事
が評判です。専門知識も豊富ですから、洋室
の一角に寝ころべるような畳コーナーがほし
い、というような相談にも対応してくれます。
畳表の種類も豊富でしかも安いのが特徴。最
高級品でも2万円程度です。ほかにもモダン
な琉球畳やカラー畳も。気軽に相談を。

畳や襖を変えるだけで、
見違えるほど清々しく

熟練の技術とていねいな仕事が評判
①見積もり無料 
②家具移動もＯＫ 
③朝からの施工で夕方　
　には完了 
④熊本市内もお任せ

「リビングを見た」で畳、障子、襖の張替え
2万円（税別）以上の施工で

H28.11.30～12.20まで
10%OFF

本田畳店 須屋店

張り替え料金（税別）

畳・障子
襖の張り替え

☎096（345）6588

住所／熊本県合志市須屋 297-105
営業／ 7:00 ～ 20:00、無休
　　　駐車場有り

0120・47・6588
お得!!

●畳の表替え…3500円～
  （最高級品は2万円）
     ※新畳は表替え価格に
　     ＋ 4000円～5000円

●襖張替え…格安品2500円～
●障子の張替え…2000円～

（株）Ｌ-スタイルお墓の修理

　地震でお墓が倒れたけれど、
どうしようもなくて、まだその
まま…でも、もう放っておけま
せんよね。できれば正月前に直
したいもの。早速Ｌ-スタイルに
相談してみましょう。転がった
重い墓石も機材を持ち込んで元
の位置に戻してくれますよ。お
墓の修復・修理は2万8000円～
（税別）。事前に無料見積りし
てくれるので安心です。
　同社は、家のリフォームやハ
ウスクリーニングも行っていま
す。お家の困りごとは、なんで
も気軽に相談を。　

・お墓の修復……2万8000円～
　墓石の落下や台座のズレなど

料金（税別）

スピーディーにお墓を修復
修復は2万8000円～
事前に無料見積りで安心

住所／南区平田 2-15-12
営業／ 9:00 ～ 18:00
　　　土日祝も受付

0120・997・230

※写真はイメージ

㈱Ｌ-スタイル熊本 検索←

リ・シューズスタジオ SEASON（シーズン）

まとめて3点で2000円引き！

靴 バッグ
修理・クリーニング

ブーツクリーニングのビフォー（上）、
アフター（下）

✂

く～ぽんリビング

靴・バッグ・財布…

H28.11.30～12.27まで

クリーニングどれでも３点で

合計から2000円引き！

　1年間の汗や汚れをそのまま
に長期保管すると、気になる臭
いやカビの原因に。大掃除で捨
ててしまう前にクリーニングへ。
　オリジナルの洗剤は、革靴は
もちろんブーツやキャンパス生
地までなんでもＯＫ。消臭・抗菌
作用も。また、四方寄店ではソ
ファなどのクリーニングやカラー
リングも行っていますよ。この機
会に普段できないお手入れをし
てみませんか？

気になるブーツの臭い、革製品
のお手入れはプロにお任せ！

●神水店 ☎096（381）6501
住所／中央区神水1-17-15

●十禅寺店 ☎096（325）4085
住所／南区十禅寺3-4-14
（Mr.Max敷地内）

●四方寄店　☎096（352）0155
住所／北区四方寄町508-1

営業／10：00～19：00、木曜休
　　　（十禅寺店は11：00～）

0120・83・7789

　
　トイレなどの部分改修やリフ
ォームを手掛ける同社では、地
震による被災家屋の修理やリフ
ォームを受付中です。　
　今なら全自動泡掃除の「アラ
ウーノＳⅡ」が通常21万1680
円のところ14万8000円に。
TOTO「ピュアレストQR」も
お得です。どちらも撤去・処分・
取付費・税込。ほか、床シート
交換や和式→洋式へのトイレ工
事、ユニットバス工事、住宅リ
フォームの相談もお気軽に。

住所／東区石原 1-2-62
営業／ 9:00 ～ 17:00、日祝休
（12/30 ～ 1/4 休）、電話受付は無休
※クレジットカード利用可、税込

(株)九州トータルハウジング

「アラウーノＳⅡ」
14万8000円
メーカー保証＆万全の
アフターサービスで安心

トイレ
リフォーム

上／「アラウーノSⅡ」　下「ピュ
アレストQR」　※写真はイメージ

1

TOTO「ピュアレストQR」

※TOTO製ウォシュレット仕様
は９万3000円

通常17万7768円

※撤去・処分・取付費込、税込

→８万2000円

お得!!

（パナソニック製温水洗浄便座付）


