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2019年2月9日

リビング読者だけのお得を集めました！

土曜日

住まい

リビング読者限定

2月9・10日、
九品寺で見学会

見学会予約時に「リビングを見た」で

スイートチョコレート
プレゼント！

よしひろ

ぴゅあホーム／（有）善啓工業
ぴゅあホーム

※各日先着8組のみ Ｈ31.2.9・10限定

検索←

割烹 火の国

検索←

平日・土日祝ＯＫ
ランチ限定です
住所／中央区下通１ノ４ノ

３月３日も営業します︒

時

分〜午

30

26

リンクプレイスビル５階

11

時

後２時ｏｓ︑５時〜

営業／午前

長を祝う桃の節句に︑特
10

お子さんの健やかな成

別なランチはいかが︒

☎０９６
︵３５３︶
１５９２

ｏｓ︑不定休 ※全て税別

家具

﹁割烹火の国﹂のひな祭

り御膳は︑旬の食材をふ

んだんに使い︑一品ひと

有名デザイナー石原和幸さんが
手掛けた庭園がある特別室

「ひな祭り御膳」3500円（税別）全9品 ※要予約
お造り、吹き寄せ、白身魚の道明寺蒸し、お吸い物、サラ
ダ、茶碗蒸し、穴子ちらし寿司、自家製ガトーショコラ、
コーヒー ※内容は季節で変更 ※お子様御膳も相談を！

この記事を持参or「リビングを見た」で入場ＯＫ

2月9日〜11日、5大特典付きフェア開催
フランスベッド販売（株）

検索 ←

10

10

違ってくるということを

（最終日のみ16:00閉場）

熊本市流通情報会館1階（地図参照）

「買うなら今！
3日間限りの見逃せない5大特典」
●4万9800円以上のベッド・ソファを購
入すると配送料が無料！
●3万円以上購入で空くじなしの抽選会へ
…そのほか、対象商品購入で素敵な

プレゼントなど嬉しいキャンペーンが満載

高品質なベッド＆
ソファがお買得！
世界の一流ホテルでも

使用されるベッドや︑寝

覚めの良さを追求した新

感覚マットレスなど︑お

さらに︑ドイツやイタ

点以上展示︒
成約で︑

買い得品が勢ぞろい︒

リア製の総革張りソファ

11

日

も

10

２月９日︵土︶〜

﹁フランスベッド﹂
が春の

革のお手入れセットもも

御幸中央公園

東バイパス
●

ピソリーノ

浜線バイパス

●

会場／熊本市 ●
流通情報会館

ＧＳ ●
●
平成大通り

平成けやき通り
もち吉

らえますよ︒

さらにフェア中︑介護

負担を軽減する電動リク

ライニングベッドの体験

●

第２駐車場

●
P

三角海運
● ●

日本通運

H31.2.9 ～ 11のみ

九州産交

プレゼント！

※1枚につき1枚、数量限定

済生会
病院

オリジナルタオル

ファミリーマート

リビング読者限定 COUPON

■フランスベッド販売（株）
会場にてクーポンを提示すると

販売を実施︒床ずれ︑腰

●映画「こんな夜更け
にバナナかよ」でも使
用された、自動寝返
り支援ベッドを実際
に体感できます！

30

︵祝・月︶の午前 時〜︑

フェアを開催します！

●ドイツ製革張りソファ「エルボ」
も
痛 を 防 ぐ 自 動 運 転 な ど︑

フォームがしたい！ そ

10120・354・365

（祝・月）
2/9（土）・10（日）
・11
10:00 ～18:00

介護する人もされる人も

んな人にピッタリのフェ

浜線バイパス

会場／
クリナップ熊本ショールーム
住所／南区田迎2-18-8
開催／ 10:00 〜 17:00
問合せ／アイズリフォーム
営 ／ 8:30 〜 17:30、 第2・4
土曜、日祝日休

2019 春の
グッド！ライフ！フェア

嬉しい機能が満載です︒

い︑実績のある﹁アイズ

当日は︑商品知識と人

アーです︒

リフォーム﹂︒２月９日・

日︑クリナップ熊本シ

柄で定評がある有資格ス

ョールームで﹁お客様﹂
の

タッフが対応︑リフォー

10

中央が平らなので︑
子どもと川の字で寝てものびのび！

９

年

声を参考に﹁これだけは

談もできます︒もちろん︑

選んでおきたい！﹂とい

見学・相談のみ︑また相

家族構成や子どもの成

同社オリジナルのシステ

知ってました？

ムバス・キッチンの特価

長 に よ っ て﹁ ウ チ に は︑ う 性 能 や 機 能 を 選 ん だ︑ ムに関するさまざまな相

これが必要︑あれは必要

フェアーが開催です︒

月 日・ 日︒家族にぴったりの
快適リフォームがきっと見つかる！
２

大切な住まいが築

を過ぎると︑不具合の出

や す い 浴 室 や キ ッ チ ン︑

トイレなどの水回りリフ

ォームを行う人も多いで

ない﹂というものを賢く

見積もりもＯＫ︒

選ぶことで︑支払い額が

ファミリー
マート
●
旧浜線

東バイパス

クリナップ熊本
ショールーム

●

南熊本駅

実は︑システムバスや

今週末は︑クーポン持

眼鏡市場

●

セブン
イレブン

※1家族1枚、H31.２.9・10（2日間）

メゾン・ド・
キタガワ● ●●
も ち吉

すてきな粗品プレゼント

●

平成大通り

来場時にクーポンを渡すと

メガネ
スー パー

■アイズリフォーム

白山通り
● サンリブ
くまなん

すよね︒

上を見ればきりがな

参で家族でぜひ足を運ん

70 万円 (税込)

※扉カラーは6色から選べ
ます！ 画像はイメージ

大幅に変わります︒

い︑でも快適性と将来性

で！

リフォーム工事費込

リビング読者限定 COUPON

キッチンは︑いろいろな

年間１２６件以上の水

を考えた価格を抑えたリ

食器洗い乾燥機もつい
て家事楽々、収納も自
慢のキッチン
●ラクエラI型 2550

回りリフォーム工事を行

85万円

)

※画像はイメージ

税(込

●ユアシス1坪タイプ
リフォーム工事費込

性能と機能の組み合わせ

で︑リフォームの金額が

オール断熱仕様＆換気乾燥
暖房機付。カウンターを
丸ごと外せてお掃除ラクラク

品丁寧に作られた彩り豊

アイズリフォーム

かな料理の数々が︑家族

浴室・キッチンリフォーム、損してない！？

の思い出に華を添えてく

日時／ 2月9日（土）
・10日（日）10:00 〜 17:00
※電話かWebで要予約、家づくりの無料相談も受付

れます︒ほか︑ランチ日

日・ 日・

24

替わり御膳・１５００円

からこだわりたい人︑災

17

割烹 火の国

熊本の和食・郷土料理

※2日前までの要予約 H31.2.6～3.3まで

2月9日・10日冬の「クリナップオリジナル特価フェアー」

アイズリフォーム

「ひな祭り御膳、致します。」

特別室の部屋代（通常1万円）が
無料に！ ※最大16人、少人数部屋もあり
も人気︒２月

実際の設計担当者が

害に強い構造の家づくり

をしたい人は来場を︒仕

上りをぜひ現地で確認し

分かりやすく解説！

家族の幸せをつくる場

イベント

営業／午前９時〜午後５時

●無垢材の床と床暖房

てください！

随所にある収納スペース

所だからこそ︑完全オー

●家事動線抜群の間取りと

ダーメイドの家づくりを

●高級感が違う！ 純度の
高い漆喰ぬりかべ
●天井の高い、広々リビング

提供し続ける同社︒２月︑ ☎０９６︵２４７︶２０６０

建築士に直接話を聞ける

施主さんは仲のいい３

見学会が開催です︒

人家族︒住空間プロデュ

ーサーとの打ち合わせの

中で地震も経験しながら

理想の住まいを完成させ

ました︒家づくりをゼロ

見学会、ココに注目！

グルメ

リビング読者限定
「リビングを見た」でひな祭り御膳を
予約すると

会場／熊本市流通情報会館1階
（南区流通団地1-24）
問合せ／フランスベッド販売（株）
受付／ 10:00 〜 16:00
土日祝休
※価格は税込

☎096（323）3243

