2019年3月9日

土曜日

部分的ではなく丸ごとリフォームすることで古さ ︻工事中︼築 年。壁や柱なども解
や過ごしにくさを全てリセット ※写真はイメージ 体し、まっさらな状態に戻します

＜3＞

３日間限定。増税前にリフォームしたい人必見。デザイン・間取りのアイデアを設計士が解説

「丸ごとリフォームで叶える理想の暮らし」完成見学会
大人のリフォーム

リコーデ

検索←

リコーデ

築

間取りにリフォームしたコツ教えます

大人の快適な住まいを

年のマンション︒２人にぴったりな
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ージに合わせたクロスの

富な経験を持つ「リコー

25

考 え 続 け る「 リ コ ー デ 」 コーディネートには、豊

日（土）～

光ります。

23

デ」ならではのセンスが

で、３月

年のマンションを

日（月）限定の完成見学会

築

実際に自分の家の相談

が開催されます。

もしたい人は、図面持参

33

図面持参で︑ そ の
場で個別相談 Ｏ Ｋ

らしにちょうど良い間取

が◎。最初から設計士が

スケルトン状態から大規

りに変更。限られた空間

話 を 聞 い て く れ る の で、

とろ～りチーズのラクレット、平成グルメも好きなだけどうぞ

模リフォーム。３ＬＤＫ

をうまく使い、施主家族

思いを直接形にする間取

だった間取りを、２人暮

にとって使い勝手の良い

営/10:00 ～ 18:00
水曜、第1・3火曜休

りとデザインについて話

☎096（288）9179

間取りに仕上げられてい

アネシスグループ リコーデ事業部（中央区水前寺6-50-19）

せ ま す よ。 完 全 予 約 制、

【予約は電話かHPから】

ます。２人同時に立って

・柱や壁を取ったり…リフォームってどこまでできるの？
・工期や流れ、概算など、工事のことを詳しく教えて欲しい
・デザインにこだわりたいけれど、イメージがわかない

申込は電話、ＨＰから。

※各時間3組限定、希望日時を伝えてください

場所 中央区（詳細は予約時に連絡）

も余裕を持てるキッチン

日程 3/23㊏・24㊐・25㊊
時間 ①10:00～ ②13:00～ ③15:00～

も注目。部屋ごとのイメ

【完全予約制＆無料】電話かHPで申込を！

33

「当日は、設計士が対応
させていただきます！」

選べる・ おいしい、しかもリーズナブル！ だから人気です

の美食宴会はブランド鯛付き
“食放！”本ズワイ蟹＆アンガス牛＆和王 「浜ん小浦」
ニューオータニホテルズ

ザ・ニュー ホテル 熊本

レストラン フォンタナ

い、ラクレットチーズも

感動レベル︑ビュッフェの〝頂点〟

登場。熱々チーズはやけ

平成を彩った名物グルメ

平成最後、食べて食べ

が、ずらりと勢ぞろいし

て、笑顔で締めくくりま

で“過去最高レベル”の食

ますよ。思い出話と一緒

しょう！ 「フォンタナ」 ど注意報です。ほかにも

旨みたっぷりのプリッ

べ放題が連日大賑わい。

プラン」なら、職場の送

飲み放題付きの「早割

別会、卒業のお祝いなど

に味わいましょう。

を代表するブランド肉

大人数の集いにもぴった

プリの本ズワイ蟹、アン

「和王」１００％のハンバ

り。連日人気のため、早

ガス牛のステーキ、熊本

ーグ、美食の３トップが

め の 予 約 が お 勧 め で す。

３月末まで、お急ぎを！

すべて食べ放題です。

それだけでなく、まだ

肌寒いこの時期に嬉し

新メニューにリニュー

円︵ 税 込 ︶～、 別途 飲み

で、料理のみは２１６０

ト。御膳から本格会席ま

選べるコース︑料理のみ２１６０円〜

アルし、豊富な料理が世

放題も付けられます。

※詳細は予約時に説明
H31.4.21まで

代を問わず好評の「浜ん

グレードアップ！

小 浦 」。 春 の 歓 送 迎 会 や

コース料理を1人500円分

上記写真の２コース

営業/11:30 ～ 14:30（14:00os）
17:00 ～ 22:00（21:15os）
天草店/11:30 ～ 21:00（20:30os）
火曜休 ※祝日除く

は、このボリューム＋飲

宇城市三角町三角浦868-9

☎0964
（54）
2505

お得!!

「リビングを見た」で
宴会コースを予約すると

慶事ごとにぴったりの宴

● 天草一号橋店

み放題付きでこの価格！

上益城郡嘉島町鯰2796-1

☎096
（237）
4501

料理はとにかく豪華

☎096
（340）2888
● 嘉島店

会コースも充実です。

☎ 096
（326）5002

● 光の森店
菊池郡菊陽町光の森3-16-16

版！ 「浜ん小浦」の代名

※仕入れ状況により、メニュー
内容が変わる場合があります

予約・問い合わせ

南区薄場3-4-13

詞・ブランド魚「極上み

【料金／税別】

大人……4500円 シニア…4200円
平成の名物グルメ＆
小学生…2000円 幼児 …… 900円
ホテル自慢のスイーツも！
お得な
「早割プラン」 ※税込
◎サラダ海老の生春巻き
◎豆乳のカルボナーラ
ビュッフェ＋飲み放題（120分）通常6480円→
◎豚バラ肉の塩麹風味
・5800円
Ａプラン 5500円 Ｂプラン（ワイン付）
◎鶏丸バナナ包みの蒸し焼き
※前日までの要予約・2人～
◎ティラミス
※グループ全員の利用・各種割引対象外
◎パンナコッタ …など

● 薄場店

☎096
（320）3277

やび鯛」の刺身や荒炊き、

※早割プランは対象外 ※1枚で10人まで
Ｈ31.3.7 ～ 3.31まで

※120分の時間制 ※火～木曜は18:00 ～

東区若葉2-13-16

※仕入れにより内容が変更になる場合があります

煮物などが並び、揚げ物

10％OFF扌

17:00 ～ 21:00（最終入店20:00）

● 総本店

☎096
（360）5111

※写真は3人前のイメージ

や茶碗蒸し、デザートな

通常料金の

3月31日
（日）
まで、好評開催中

店舗一覧

「極上みやび鯛」の活き造りが宴会を盛り上げる、大満
足の全９品
どバラエティに富んでい

レストラン フォンタナ
ディナー利用
前日までに予約の上、
クーポン持参で

アンガス牛×和王食べ放題

※上記コースは要予約・5人～受付

ます。また、コースが豊

リビング く〜ぽん

姿造りコース 5000円（飲放120分付・税込）

刺身３種盛り、「極上みやび鯛」の煮物など人気メニ
ューをお得に楽しめる全８品
富で予算やシーンに合わ

パーティー気分も盛り上り
ます

検索 ←

はまんこら

せて選べるのもポイン

彩り鮮やかな野菜やバケッ
トにチーズが絡んで絶品！

浜ん小浦

得々コース 4000円（飲放120分付・税込）

【ディナー】 本ズワイ蟹×
熱々とろ～り「ラクレット」

海鮮・和食レストラン

