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2018年12月15日

土曜日

12月15日･16日、22日（土）〜 24日（振･月）年内最後の現地見学会

国体道路そば、「小山3丁目」にビッグタウン！
全
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森﹂は車で 分︑﹁熊本赤

十字病院﹂は車で９分の

日︵土︶から２週
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近さです！

月

連続で現地見学会が開催
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街並みイメージパース

新規建設（株）

東区「小山3丁目」分譲地見どころ
●国体道路・第一空港線が隣接！
●託麻東小学校まで徒歩約 12 分（900 ｍ）
●二岡中学校まで徒歩約 10 分（800m）
●スーパー、銀行、病院などがそろう便利な場所
現地

年内ラストです！ 12月15日
（土）
・16日
（日）
はパナソニックリビングショウルームでリフォーム相談会

マンション＆戸建て、デザイン・品質・機能で快適リフォーム
ーム﹂による︑老後を元

﹁岱電トラストグッドホ

ビングショウルームで

提案︒家の中での急激な

を軽減するリフォームを

えて︑﹁ヒヤリ・ハット﹂

や困った経験などを踏ま

中で使い勝手が悪い場所

超お得

パナソニックアラウーノSⅡ

＋手洗いカウンター＋壁クロス
＋床クッションフロア

OFF

特価基本工事費目安

23万円〜 25万円

たいでんトラスト

76万7000円

付いてる！

付いてる！ ◎カビシャット暖房換気乾燥機
掃除の手間が全然違う！

◎10年ファン掃除
不要レンジフード
◎昇降ウォール
◎食洗機
◎ワイドな3口IH
コンロorガスコンロ

﹁工事が工程通りに進

み︑施工中も快適に過ご

していただけるようしっ

けておきたい〟と思う高

機能が組み込まれていま

す︒もちろん︑不要だと

感じる機能は外すことも

長年︑多くの施主さん

可能ですよ︒

積書からもうかがえま

す︒マンション・戸建て

か り と 段 取 り す る の は︑ から得てきた信頼は︑見

あたり前のことです﹂と

問わず︑家を快適にした

い⁝その思い︑同社が叶

低金利のリフォーム
クレジットあります

快適なリフォームの第

●現地調査
見積もり無料

えてくれますよ︒

西区花園1-5-5

一歩︑電話での相談もお

会場ナビ検索

気軽にどうぞ︒

上熊本駅

同社代表︒そんな思いが

パナソニック
● 杉塘
リビングショウルーム熊本

込められているのが︑同

トヨタ
自動車
●

社の特別セット︒見て回

市電

本妙寺入口

っているうちに︑いろい

ジョリーパスタ ●

12月15日（土）
・16日（日）
10:00 〜17:00

ろ付け足して予算オーバ

県立総合体育館
●

ーに⁝という事態になら

リフォーム相談会

パナソニック洗面台 シーライン750
設置・処分費込みで 13万5000円

付いてる！
な い よ う に︑
〝コレは付

同社工務の堀田さん

弊 社 Ｈ Ｐ に は、
様々な施工事例
を掲載していま
す。ぜひ参考に
ご覧ください！

超お得

選ばれる理由は︑
﹁信頼感と誠実さ﹂

キッチンパネル貼りは別途

10120-737-031

定価139万4900円

255ｃｍ

注目！
ココも
汚れが落ちやすく傷に強い
パナソニック独自のスゴピカ
（有機ガラス系）
素材を水回り
の随所に採用。キレイが持続！

12万5000円〜 15万8000円

基本工事費に含まれるもの：解体工事・撤去工事・給排水配管工事・土木
工事・電気工事・仕上げ工事 ※価格は税別

パナソニックシステムキッチン ラクシーナ

OFF

定価103万9000円

※写真はイメージ
※記載以外は工事費別途・税別

31万5000円〜 37万5000円

検索←

45％

パナソニックバスルーム
オフローラ 1坪タイプ

56万8000円

25万9000円

キッチンパネル貼りは別途

パナソニックリビングショウルーム熊本

45.3％

（設置・処分価格込み）

マンション用システムバス0.75坪 25万円〜 29万8000円
マンション用システムキッチン255㎝

岱電トラストグッドホーム

トイレ単体での施工もＯＫ

気に過ごすのに役立つリ

温度差で体に悪影響を及

この相談会では︑家の

フォーム相談会を開催︒

ぼす〝ヒートショック〟を

したことありませんか？

やかんや鍋の火の消し

防ぐ設備もそろっていま

16

日

忘れや︑お風呂で滑って

す︒その便利さは会場で

15

日︵ 土 ︶・

転倒⁝﹁冷や汗をかく︵ヒ

体験してください︒

月

ヤリ︶﹂﹁声も出ず息をの

戸建用システムバス 1坪

︵日︶に︑パナソニックリ

む︵ハット︶﹂場面を経験

戸建用システムキッチン 255㎝

12

家の中での危険⁝最新設備が
﹁ヒヤリ・ハット﹂
を軽減します！

「パナソニックの住まいパートナーズ」登録店

◎大容量収納で家族の
道具をしっかり収納
◎高機能な水栓を採用
◎お掃除しやすい洗面
カウンター

54.5％ パナソニックエコキュート
OFF 標準工事費込み
定価87万5000円

 39万8000円

空気の熱でお湯を沸かす
から、とっても経済的！
現給湯器の種類、基礎
の有無等で価格は変
動。メーカー保証8年
エコキュート370ℓフル
オートHE-NS37JQS

