＜25＞

2018年12月8日

リビング読者限定 COUPON
クーポン持参で
リバティ柄布団カバーとピローケースが

通常より10%オフの
お試し価格に！

扌

H30.12.5～12.16まで

リバティ柄で英国インテリア
FABRIC'S（ファブリックス）

※事務手数料別途1000円
③初月の月謝無料 ※先着15人まで
※小学生以下は2カ月目の月謝も無料

年内まで期間延長！
カ 月 目 の 月 謝 も 無 料 に。

※壁リモコン付

「ウォシュレット一体型便器ＨＶ」９万８０００円

※写真はイメージ

途 ）。 他 メ ー カ ー・ 機 種

等についても気軽に問い

手洗いしやすい深ひろボウルで使いやすい設計

「アラウーノＳⅡ」は
税込 万７０００円

営業／午 前 ９ 時 ～ 午 後 ５

62

10

合わせを。※税込

時、日祝休

オート便器洗浄＆脱臭

等快適機能付きの「ＴＯ

０１２０・８３・７７８９

計算し尽された間取りと照明で魅せる、お洒落な2階建て

南フランス風・合志の家 完成見学会
（有）ラッドビルズ

南フランス風のお洒落な2階建て

的には施工する職人の腕

丈夫な良い家は、最終

さらに、大工歴

間は見惚れるほど。

相応しい、こだわりの空

とりある大人の暮らしに

年以

早期着工・施工の丁寧さ…
大工直営ならではの家作りを体感！

次 第。“ 誇 り を も っ た 家

上の代表が認めた腕の立

作り”をモットーに、現

つ職人だけで作り上げた

※イメージ
※数量限定、申込み先着順
H30.12.8・9・15・16のみ

役大工の代表が運営する

※先行入会申込みは
電話・受付センター・
WEBから！

「ラッドビルズ」。同社が

りの造作は必見です。独

自の人脈で人材面の融通

完成見学会を予約すると

オリジナルグッズ

20

（有）
ラッドビルズ

リビング読者限定
「リビングを見た」で

☎096（375）7355

家は、どこをとっても施

12

月 ８ 日 ９日・ 工が丁寧。美しい仕上が

日限定で開催され

16

手掛けた
“Ｓ様邸”
完成見

学 会 が、

15

日

が利くのも魅力。早期着

ます
（完全予約制）
。

センスあふれる設計士のデザイン、隅々まで
丁寧な職人の施工を体感しませんか？

工や予算を相談したい人

泳ぐことが好きになるカ

＜完全予約制＞
12月8日・9日＆15日・16日
合志市栄“S様邸”完成見学会

見どころは、南フラン

「ゆう設計アトリエ」
三宮健司さんが担当

自然光や色彩など心理的に“住
み心地が良い”と思える設計が
特長。上品で優しい空間が印象
的です。鎌倉を拠点に活躍する
一級建築士で「ラッドビルズ」注
文住宅の設計も担当

も見学会で聞いてみて。

●設計は鎌倉で活躍する一級建築士

ス風のナチュラルな色合

●玄関にはガラスブロックの装飾
●ダイニング・キッチン床はタイル張り！
●2階は書庫にロフト、書斎
●3面彩光を叶えた開放的な2階テラス

いと多彩な造作家具。ゆ

入会特典付の今がチャン

住／中央区大江2-5-1
営／火～金＝12:00 ～ 20:00、
土日祝＝11:00 ～19:00、月曜休
※12月29日～ 1月2日休

住所／東区石原１ノ２ノ

1

ＴＯウォシュレット一体

型 便 器 Ｈ Ｖ 」 が 今 な ら、

９ 万 ８ ０ ０ ０ 円（ 撤 去・

パナソニックのタンク

処分・工事費込）。

万７０００円

レストイレ「アラウーノ

ＳⅡ」は

全自動お掃除機能で人気
の
「アラウーノＳ Ⅱ」

新店舗で２月からスタートします

は親子でふれあえる「親

スです。入会金等が０円、 リキュラムです。クラス

子ベビー」から、小・中

さらにプレゼントも。

学生まで。先着順に希望

で、ジュニアスイミング

最新の浄化システム

のクラスの申込みを受け

「地域の方の声にお応

や、安心・安全に考慮し

えし、ついに始めます！」 スクールが新登場。２月

から
“確実に”スタートす

●学園大

と、２月に新装オープン

受付センター

付けています。定員にな

●
お客様

た水質管理のもと、経験

ゆめタウン
大江

新店舗建設中

のぶやす ●

ルネサンス
●熊本（旧）

●藤原整骨院

●ＫＫＴ

るなら、プレミアム先行

●ファミリーマート
産業道路

する大江のルネサンス

●乳幼児（2才6カ月～ 3才） ●ジュニア 小学生・週1回（平日）6480円
・週1回 3888円
中学生・週1回（土日）7020円

り次第、募集を終了する

（3才～未就学児） ※すべて税込
●親子ベビー（6カ月～3才） ●幼児
・週1回（平日）3888円 ※無料バス有
・週1回 3888円
・週1回（土日）4428円
・フリー 6264円

豊富な講師陣が丁寧にレ

※8カ月以上在籍が必要。親子ベビーの
指定用品はキャップ･スイミングノート・カードケースプレゼント ※他ルネサ
ンスに2018年8月～ 2019年1月在籍している人は特典の対象外になります

ク チ ャ ー。
“エンジョイ

スイミング”をテーマに、 のでお早めに！

⑤スタディサプリ2カ月分→0円

に。排水位置で別途費用

ド払い可（決済手数料別

ので、ピカピカになりま

④ぐっピープラス2カ月分→0円

がかかる場合あり。カー

申込みは 月 日迄

③2月分の月会費→0円

TOTOリモデルクラブ（株）
九州トータルハウジング

（個別でも可）

検索 ←

ルネサンス熊本学園大通

キッズからシニア、主婦層も！ 幅広い世代に人気
フリーレッスン制で、昼夜合わせて50クラスの充実ぶり

壁リモコン式トイレ大特価

特別価格の 9000円にて張替 または

住まい

ZEN（ゼン）

検索←

リフォーム

トイレ床クッションフロアを

10

始めるなら今が断然お得

分～午

30

熊本

ダンス始めるなら今

時

分、 日 曜 休、

10

です。※体験は要予約

時

日～１月４日休）

営業／午前

後

月

☎０９６
（２７３）
６０９５

駐車場あり

22
30

ZEN

講師の数は県内トップ

人以上の反

クラス、多彩なプログラ

月に

ムが人気のスタジオＺＥ （

Ｎ。

響があったキャンペーン

が延長決定です！

東海大学

29

トイレリフォームの際「リビングを見た」で

すよ。見積もりは無料で

を。年末は混み合うため、

6点セットプレゼント！

●県立劇場

期間中はクーポン持参

〔東区渡鹿 8-1-70〕

料金以上の満足度！

予約はお早めに。プロに

も…」も、ぜひ一度相談

るほどキレイになっ

まかせて、ゆっくりお正

「この汚れは取れないか

た！」と人気の同社のハ

「水回りがびっくりす

ウスクリーニングが、年

月を迎えませんか？

汚れが気になる水回り

水回り３点セット年末キャンペーン！

⑥スイミング指定用品

扌

ＪＲ東海学園前駅

至水前寺駅

12

※希望者のみ、税込

通常３万円→1万9800円
（税込）
トイレ・洗面台・お風呂・キッチン（シンク回りor換気扇・
レンジフード）から3箇所 ※汚れにより別料金あり

先着200人、12/28まで！【プレミアム先行入会特典】

プレゼント！

産業道路

特別価格の ４万円で張替

保護者に快適な見学ギャラリー

スポーツドリンク2本

40

トイレのクロス（天井・壁・床）を

検索←

15

リビング読者限定 COUPON

で、体験レッスンが２レ

きれい

熊本店

12

■ルネサンス 熊本学園大通
お客様受付センターにて
クーポン提示＆入会すると

11

リビング読者限定

24時間水質管理で水がキレイ

②事務手数料（通常5400円）→0円

ッスン無料、入会金と初

分～午

リバティの特注生地を使った綿100%のオリジナル品。
カーテン、
テーブルクロスなども幅継ぎせず作れます
●2000円以上購入で駐車料金を現金還元

至市街

30

ルネサンス 熊本学園大通

①入会金（通常3240円）→0円

月の月謝も無料に（月謝

ZEN ●

くるみの森内

Jr.スイミングスクールが大江に新登場！

H30.12.5～12.16まで

人 ま で ）。

時

●
セブン
イレブン

2次募集開始、先行入会特典で1万5660円相当お得

スポーツクラブ＆スパ

無料は先着

さらに、小学生以下は２

〒

家事サポート

末の特別価格です。

の 場 所 を ３ 箇 所 選 べ て、

通常価格３万円がなんと

１万９８００円に。水垢

でいっぱいだったキッチ

ンのシンクも、プロが特

殊機械を使って仕上げる

健康

至光の森駅

家事サポート きれい

H30.12.5～12.15の申込み分まで

☎096（284）1618

15

ドラッグストア ●
コスモス

水回り３点セット1万9800円

10％オフ

【営業】
9:00 ～ 18:00、不定休
【住所】東区戸島1-1-8
※見積もりは無料
※価格は税込

※製品のみ販売

営業／午前
10

扌

ダンス＆フィットネススタジオ

新規のみ、H30.12.5～12.25まで

リバティ柄を
インテリア製品に
分（日・月・火

住所／中央区城東町４ノ

後７時

ンテリア向け綿生地を使

☎０９６
（３２２）
５２５２

７ グランガーデン１階

曜は７時閉店）、無休

用した、英国リバティプ

30

５周年記念キャンペーン！

①2レッスン無料体験 ※要予約
②入会金無料（通常1万800円）

家事

お会計から

【問い合わせ】

検索 ←

ファブリックス

リビング読者限定
「リビングを見た」で
家事サポートを依頼すると

スクール

■ダンス＆フィットネススタジオ ZEN

ファブリックスからイ

リントのオリジナル商品

が登場。部屋が華やぐク

ッションや座布団カバー

はいかがですか？

もちろんベッド周りも

リバティ柄でコーディネ

ート。キルトマットや小

物も人気。ミニタオルや

ポーチはギフトにも◎。

◦クッションカバー（45㎝用）
（43×43㎝ ）………1100円
◦座布団カバー
（55×59㎝）
………1580円
◦布団カバー
（シングル）
…5900円
◦ピローケース………1280円
◦化粧ポーチ …………1200円

リビング読者限定 COUPON

インテリア雑貨

■FABRIC'S（ファブリックス）

お得!（ 税込）

リビング読者だけのお得を集めました！

土曜日

プレゼント！

小窓がお洒落な外観。猫の
間接照明も可愛い！

事務所／南区田井島3-8-1
見学会／12/8・9、15・16
10:00 ～17:00
※完全予約制です
会場／合志市栄
※予約の際に伝えられます

☎096（282）8686

インスタ
更新中！

