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2018年11月10日

土曜日

2年ぶりに伝説のショーが帰ってくる！

権威ある大会でタイトルを飾ったチームが登場します

九州での開催はここだけ、ハワイアンディナーショー
ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

アナ︵現代フラ︶︑男性だ

しても活躍する現代フラ

けによる迫力ある踊りも

を 代 表 す る ク ム が 登 場︒

２年前に３２０人以上

披露されます︒

カヒコ︵古典フラ︶やアウ

もの動員を誇ったハワイ

豪華ゲストと
スペシャルディナー

アンディナーショーの再

洋食のコース料理︑カク

スペシャルディナーは

テルなど女性好みのドリ

九

州では熊本だけ︑本場の

演が決定しました！

フラダンスを見られる貴

す︒ドレスアップをして

ンクも用意されていま

ハワイで毎年行われる

一夜限りのハワイアンナ

重な公演です︒

フラダンスの祭典・メリ

イトを楽しみませんか！

今年最後のチャンス！

ーモナークで優勝経験の

７

予約・問合せ／宴会予約

「ハラウ･イ･カ･ヴェーキウ」を率いるクム
（師範）である、カール・ヴィト･ベイカーと
マイケル・ラナキラ・キャスバン。
「クム
ズ」という名前でミュージシャン活動も行う
彼らの歌声は、多くの人を魅了しています

10

時

☎０９６
︵３５４︶
２１１８

●ユニット
「クムズ」による生歌も！

ある実力派チーム﹁ハラ

クリスマスディナーショー

日程／ 12 月 23 日（祝・日）
時間／受付 17:00 〜
ディナー18:00 〜 ショー19:20 〜
定員／ 320 人（未就学児入場不可）
料金／ 1 人 1 万 6000 円 全席指定
（食事＆飲み物、税・サ込み）
会場／ ANA クラウンプラザホテル
熊本ニュースカイ 2 階ストリングス

ウ・イ・カ・ヴェーキウ﹂︑ 午前 時〜午後

そしてミュージシャンと

クムズ with
ハラウ･イ･カ･ヴェーキウ

検索 ←

ニュースカイ 熊本

右／フラダンスはハワイの伝統的で神聖な踊り
上／男性の踊り手によるフラダンスは圧巻の迫力！

11月10日（土）・11日（日）TOTOショールームで開催します

お得なビッグセール！ リフォームTOTO物語 大特価祭り

52

51

万円
の同社だからできる大特
軽に来館﹂がテーマなの

ので遠慮なく依頼を︒

ＯＫ︑見積もりも無料な

ください︒見るだけでも

アにやさしい滑りにくい

で︑まずはショールーム

デザインで︑汚れにくい

で最新の商品を体感して

﹁リフォーム工事をやり

システムバスは︑戸建

から掃除がとっても簡

価で迎えてくれます ︒

たい﹂という願望はあって

て・マンション用ともに

システムバスの特徴とは？

﹁暖房乾燥機﹂
﹁新ほっカ

ーも豊富で好みの色を選

人工大理石カウンター・シンクの
システムキッチン「ザ・クラッソ」も人気です

ラリ床﹂﹁魔法びん浴槽﹂ 単︒浴槽や床︑壁のカラ

10120・08・2732

択できますよ︒

同社では︑工事中の職

問合せ／（株）サンリフォーム

大特価

62万円

シニ

人とお客さんの間に﹁現

至東バイパス

17-53
●開催時間／
10:00 〜 17:00

人気のサザナ！
冬は暖房、夏は涼風付きの戸建て用バス

機能が標準装備！

差がなくお手入れも簡単

場管理士﹂を登用してい

公園

● 生協
ローソン

大特価

52万円

﹁節水シャワー﹂など便利

が高まっているのが﹁ザ・ で︑シニア世代にも人気

ます︒さまざまな要望を

●会場住所／

流し忘れのない自動便器洗浄の
人気トイレ ※写真はすべてイメージ

です︒ほかにも﹁すべり

現場でスグに解決︒工事

第二

P 駐車場 中央区萩原町

お手入れ簡単︑
ひろびろ陶器ボウルの洗面台

ク ラ ッ ソ ﹂︒ カ ウ ン タ ー

台シンク﹂は傾斜付きで

や 商 品 の 知 識 が 豊 富 で︑

●

● ●

高い技術力で安心！

とシンクは気品ある人工

排水口まで一気に水が流

お客さんの立場で考えて

会場／
TOTO
ショールーム

人気上昇のキッチン︑その特徴

大理石を使用し︑美しさ

れ︑﹁水ほうき水栓﹂
は幅

くれるので︑相談しやす

琴平通り

とくに女性からの人気

と高級感が特徴です︒

広シャワーがすばやく汚

平成大通り

平成さくら通り

腰の負担を軽くするオ

三面鏡、LED照明、２枚扉、陶器洗面ボウル

いと好評です︒

通常価格 25万8390円

れを洗い流し︑従来品よ

●新型洗面化粧台
「サクア」幅75㎝ 15万円

り節水できます︒

壁リモコン、大型手洗い付、自動便器洗浄、プ
レミスト、お掃除リフト、超節水

掃除が簡単になったマンション用バス

ール引き出し式︑カウン

通常価格 28万9440円

①52万円＋②37万円（中間）
＝89万円（税込）
ターからシンクまでは段

●新型ウォシュレット一体形トイレ
「GG1-800」18万1000円

サンリブシティ
くまなん

税込完成渡し価格の目安は？

表の①＋②＝税込完成渡し価格です

もそれぞれの理由で一歩

62万円

人工大理石カウンター・シンク、すべり台シン
ク、水ほうき水栓、平型シロッコファンフード、
LEDライト
【取替工事費込みの完成価格】

平成駅

●

【例／新型戸建て用システムバス】

メーカー希望価格 93万9160円

TSUTAYA●

※キッチンパネル張りは別途

を踏み出せないのが現実

●新型システムキッチン
「ザ・クラッソ」I型255㎝

14 〜 18万円

サルデザインのＴＯＴＯ

メーカー希望価格 116万8230円

1216、FRP浴槽、暖房乾燥機、新ほっカラリ床、
魔法びん浴槽、スッキリ折戸、お掃除ラクラク鏡

28 〜 33万円

●システムキッチン･255cm

商品が勢ぞろい！ ＴＯ

●新型マンション用システムバス
「WG･Nタイプ」0.75坪 51万円

●マンション用システムバス･0.75坪

サンリフォームの年内

1616、FRP浴槽、暖房乾燥機、新ほっカラリ
床、魔法びん浴槽、スッキリ折戸、LEDランプ

※既存のお風呂がシステムバスの場合
上記価格より安価になります

最後の展示会は︑シニア

メーカー希望価格 123万3030円

34 〜 40万円

大特価

51万円

です︒同社の展示会は
﹁気

●新型戸建て用システムバス
「サザナHS･S」1坪 52万円

②特価基本工事費目安（税込）
●戸建て用システムバス･1坪迄

ＴＯリモデルクラブ加盟

【組立て費込み】

世代にも人気のユニバー

① TOTO 大特価セール（税込）

大特価セール！
システムバス 万円︑

主催／ TOTOリモデルクラブ店 （株）サンリフォーム

