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土曜日
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テニス初めての人も楽しく参加できる体験会を開催。参加するだけで、クオカード、トートバッグ、Ｔシャツから1つプレゼント

お年玉10大特典3万円相当が2019円！ 1月20日（日）
まで、
100人限定
初心者対象のGSファミリアテニススクール

新春テニス体験会に︑
初心者応援
パック⁝始めるなら今しかない！

大特典３

さらに手ぶらでテニス

が始められる

錦織選手使用のラケット
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熊本・鹿児島で４００

やシューズのほか︑入会

０人を誇るファミリアテ

験会が開催！

万 円 相 当 が ２ ０ １ ９ 円︒

参加するだけでもらえる

金や初月会費も無料︒１

ニスで︑無料のテニス体

プレゼント付きです︒１

００人限定なので早めに

住所／長嶺南２ノ７ノ
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︵３３５︶
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体験会に

回４人の少人数制︑国際

申込みを︒※価格は税込 長嶺店︵日赤裏︶

時〜午後９
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︵３３４︶
６２６６

テニス連盟推奨のＰＬＡ

時︑月曜休

営業／午前

浜線店
︵フーディワン近く︶ 植木店
︵鹿南中学南側︶

Ｙ＆ＳＴＡＹレッスンボ

ール採用で︑初心者でも

住所／出仲間６ノ９ノ１
住所／植木町後古閑１０１

楽しく取り組める充実し

戸島店
︵託麻交番近く・屋外︶

☎０９６︵２７２︶１５９５

H31.1.20まで、※写真はイメージ、ジュニア
サイズは別メーカーの場合があります
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☎０９６︵２１４︶２４７７

ファミリアはアディダスパー
トナーシップテニススクール
として、テニスの底辺拡大へ
の取り組みやイベントを開催
しています

八代店
︵ＭＡＸバリュ２階︶

①最新ウィルソンラケット
②最新アディダスシューズ
③入会金5400円が0円
④初月月会費が0円
⑤アディダスパッカブルトートバッグ
⑥テニス専用ソックス
⑦滑らないグリップテープ
⑧ウィルソン振動止め
⑨ガット＋張り工賃
⑩大人気オリジナルＴシャツ

☎０９６５︵ ︶５０２２

目標は夫婦で試合に出
て１勝する！ 基礎を
身に付けてもっとテニ
スが楽しめるようにな
りたいです。夫婦共通
の趣味ができて良かっ
たです（森崎さん夫婦）

た内容です︒

体験会は︑４歳のお子さんから
参加することができます！

新春お年玉10大パック
3万円相当が！ 2019円

検索←

ファミリアテニス

【無料】アディダステニス体験会

お得!!

各回定員4人、参加費無料
〈平日〉9時30分/13時30分
19時30分/21時
〈土日〉10時/17時/19時30分
※店舗によっては時間が異なるので
最寄りの店舗に問合せを
※テニスシューズ、ラケットも
無料レンタル可

室内コートだから日焼けの心配なし
（浜線パース）

【選べる特典付！】

①クオカード1000円分
②アディダストートバッグ
③2019オリジナル限定
Tシャツ
から、1つプレゼント！

1月14日
（祝・月）
・15日
（火）
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、今年のリフォームはラクするテクノロジー
「パナソニックの住まいパートナーズ」登録店
リビングショウルームで

日︵火︶に︑パナソニック

系︶﹂は︑水族館の大水槽

ゴピカ素材︵有機ガラス

チンに使われている﹁ス

は︒例えば︑バスやキッ

超お得
トイレ単体での施工もＯＫ

﹁岱電トラストグッドホ

や飛行機の窓に使用され

パナソニック〝優秀リフォーム〟の
最新キーワードは﹁ラクテク﹂

ーム﹂が︑リフォーム相

るほど丈夫︒しかも水ア

15

る﹂という人も多いので

談会を開催︒今回の相談

カや皮脂︑キズがつきに

日︵祝・月︶・

会では︑毎日の家事をラ

くいから簡単なお手入れ

特価基本工事費目安

戸建用システムバス 1坪

１月

クにしてくれる︑パナソ

これ以外の﹁ラクテク﹂も

だ け で キ レ イ が 長 持 ち︒

魅力満載︑続きは会場で︒

ニック独自のテクノロジ

ＣＭでも紹介されてい

ー﹁ラクテク﹂に注目︒

るので﹁聞いたことがあ

戸建用システムキッチン 255㎝

14

ラクテク！

パナソニックアラウーノSⅡ

45％

（設置・処分価格込み）

たいでんトラスト

59万5000円

ラクテク！
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！
※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

12万5000円〜 15万8000円

﹁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

同社代表︒そんな思いが

問わず︑家を快適にした

10120-737-031

低金利のリフォーム
クレジットあります

い⁝その思い︑同社が叶

●現地調査
見積もり無料

快適なリフォームの第

西区花園1-5-5

えてくれますよ︒

会場ナビ検索

一歩︑電話での相談もお

上熊本駅

込められているのが︑同

パナソニック
● 杉塘
リビングショウルーム熊本

社の特別セット︒見て回

トヨタ
自動車
●

気軽にどうぞ︒

パナソニックリビングショウルーム熊本

市電

1月14日
（祝・月）
・15日
（火）
10:00 〜17:00

本妙寺入口

っているうちに︑いろい

ジョリーパスタ ●

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

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

76万7000円

◎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

◎スゴピカ保温浴槽
◎安心ハンドバー
◎握り兼用スライドバー

23万円〜 25万円

キッチンパネル貼りは別途

定価139万4900円

255ｃｍ

付いてる！

付いてる！ ◎カビシャット暖房換気乾燥機

25万9000円

パナソニックシステムキッチン ラクシーナ

OFF

ラクテク！

定価108万2000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

OFF

＋手洗いカウンター＋壁クロス
＋床クッションフロア

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

◎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

