３ 月 日︵ 祝 ・木 ︶
講座説明会
検索←

ような︑ゆとりある空間

ノ１

47

は必見です︒ぜひ参考に︒

ノ

31

三里木駅から徒歩5分の好アクセス！ 長期優良住宅
認定仕様・最新設備・家事動線などにも注目を
半年間モデルハウスとして使用された後、販売予定
あり。詳細は当日スタッフまで
※画像はイメージ

クリーニング

換気扇洗浄が半額の6500円
扌

（株）アイ・コーポレーション
アイ・コーポレーション

検索 ←

水回り清掃がお得
エアコン洗浄特価

３月
14

日（木）〜

24

００円〜です。ＨＰから

も予約可。※すべて税別

電話受付／午前９時〜午

日 後６時、不定休

ャンペーンで、浴室通常 ノ２

（日）
は水回り清掃得々キ 住所／東区長嶺南６ノ２

１万５０００円は９８０ ☎０９６（２９５）４０４６

０円、換気扇分解洗浄通

常１万３０００円は６５

検索 ←

００円、トイレ・洗面台

梅屋

セット通常１万２０００

山内本店

円は７８００円に。また

10120・306・014

エアコン分解洗浄は通常

受／ 9:00 ～ 17:00、土日祝休
住／菊池郡菊陽町原水5548

さんふれあ

熊本

カリフォルニアの
西海岸をイメージ
住所／中央区水前寺４ノ

問合せ／ info@zerocube.jp

シンプルで洗練された

☎０９６︵３８３︶７１１７

日時／3月16日
（土）
・17日
（日）
10:00 ～ 17:00
会場／菊池郡菊陽町津久礼
参加費／無料
◦右QRコードかHPの
予約フォームより申込みを

エアコン洗浄料金

の講座説明会へ︒

時〜午後９

デザイン住宅﹁ゼロキュ

ー ブ ﹂︒ 最 新 モ デ ル ハ ウ

ス・完成見学会が開催！

爽やかな西海岸をコン

セプトにした特別仕様の

２階建て３ＬＤＫ︒木目

をＶ字に組み合わせたヘ

ゼロキューブ マリブ見学会
（予約制）

掃除機能付き
＋ 3000 円
プラズマタイプ
＋ 1000 円
室外機洗浄
＋ 1000 円
抗菌・防カビコート ＋ 700 円
設置２m 以上
＋ 1000 円
階段のみ３階以上
＋ 500 円

住所／中央区上通町２ノ

ノ３階

時︵日曜＝〜６時︶

受付／午前

グが小学校で必修化され

☎０９６
︵３５３︶
１８８９

来年からプログラミン

るのを知っていますか？

同校では︑英語レッスン

でプログラミングが学べ

る新講座を小学生向けに

開講︒﹁アリロ﹂という英

語対応ロボットを使っ

リンボーンのリビングの

山内本店

イオン菊陽店

て︑楽しく学べます︒

菊陽バイパス

【申込み・問合せ】

● 富士フイルム九州

ゼロキューブ

H31.3.16・17限定

１万１６００円が４８０

県道熊本菊陽線

ZERO-CUBE 熊本中央（八方建設）

プレゼント！

０円〜、２台目以降３９

●

「LIFE LABEL」創刊号

先着100世帯限定

至大津・阿蘇

※1人１本

三里木駅

１３８号線

プレゼント

菊陽病院 ●

ナカガワフーズ

あらだきしょうゆ（300ml）

●

菊陽MALIBUモデル見学会

ライフスタイルの提案本

壁︑光と風が通る大窓や

現代の名工が作る
﹁まぼろしの味噌﹂

山内本店に併設された

店舗には︑味噌や醤油を

はじめとした名品がずら

りと並んでいます︒

中でも︑現代の名工が

作り上げた﹁まぼろしの

味噌﹂は︑ぜひ試してほ

しい逸品です︒厳選され

た国産原料・阿蘇の伏流

水⁝試行錯誤を重ねて作

られた同店の自信作︒贈

商品はＨＰか

り物に︑家庭用にいかが

ですか？

らも購入できます︒

「リビングを見た」で
春の味噌作り教室に参加すると

会場／
山内本店

学習ロボット「アリロ」を導入したのは同学院が初め
てだそう。生の英語に触れる機会もたくさん！

住まい

リビング読者限定

500円引き！

「まぼろしの味噌」
４個セット2808円（「熟成麦」
「麦あわせ」
各２個入り・税込）
→

リビング読者限定

30

10

■アイ・コーポレーション
クーポン提示で
エアコン分解洗浄１台につき

※個人情報は、案内状送付とDM発送・当日の受付のみに使用

検索←

21

リビング読者限定 COUPON

●電話で申込みをしてください （ 山内本店 10120・306・014 ）
（参加者全員の氏名・年齢・〒住所・電話番号・参加希望日を伝えてください）
●支払い方法…コンビニまたは郵便局専用振込用紙による振込、当日現金払いも可

申込
方法

ワシントン外語学院

来場時「リビングを見た」で

吹き抜け︑広々ウッドデ

日

日程／４月17日（水）・18日（木）・19日（金）
時間／ 10:30 ～ 15:00（終了予定）
会場／山内本店
参加費／ 3600円（税込）※昼食・味噌５㎏付き
定員／各日先着30人 締切／４月10日
（水）まで

開催日／３月21日
（祝・木）
プログラミング講座…9:30 ～
TOEIC講座 …………11:00 ～
スーパーハイスクール…12:00～
TOEFL・TOEFLジュニア
……14:00 ～

ッキ⁝︒高級リゾートの

日・

山内本店

日・

19

ほか︑ＴＯＥＩＣなど

月

作業スタート︒仕込みか

18

日

今回は︑

お待たせしました！

江戸時代より続く︑醤油・ ら３カ月ほどでおいしい

味噌のでき上がり！
終

味噌醸造元﹁山内本店﹂に

ルになるそうですよ︒

わる頃には︑味噌をまぜ

温度や作る人によって

17

春の味噌作り教室

昼食&見学付き

雲片雑煮の
昼食付き！

よる味噌作り教室が︑こ

違う出来栄えで︑月日が

た手が麹菌の力でツルツ

の名工〟に選ばれた永田

経つごとに変化する味わ

の春も開催されます︒

富浩さんが直接指導する

いも魅力︒一度参加する

日本で数少ない〝現代

人気の１日教室︒平成元

と︑手作りキットの購入

年以

上続く人気のワケは︑普

も可能になります︒

年のスタートから

段食べている味噌とは違

う︑手作りでしか出せな

なかなか見ることので

いおいしさにあります︒

きない工場を見学し︑野

菜たっぷりの〝雲片︵うん

ぺん︶雑煮〟で昼食の後︑

30

４

ワシントン外語学院

H31.3.16～3.31までの入会に限る

充実︒詳しくは３月

味噌作り50年以上の経験と勘、鋭い眼光と舌で味
噌・醤油の卓越した醸造技術により、平成7年に労働
大臣より「現代の名工」として表彰。平成8年には農林
水産大臣より「フードマイスター」としての表彰を受
け、名工の技を次世代に伝承する活動も行っている

年以上続く人気教室！ ″驚くほどおいしい手作り味噌〟が簡単に作れます

「現代の名工」
永田富浩さんが指導！

スクールバッグ
プレゼント！

4コース講座説明会

＜24＞

英語で学ぶプログラミング

入会手続き時にクーポン提示で

21

土曜日

スクール

■ワシントン外語学院

30

初対面同士でも、作業中は自然と会話がはずみます。名工のユニークな指導にも定評あり！

2019年3月16日

リビング読者限定 COUPON

イベント

試験に特化したコースも

﹁現代の名工﹂
が教える︑春の味噌作り教室

リビング読者だけのお得を集めました！

諦めていた頑固な汚れも専門スタッフがしっかり洗
浄します

