リビング読者だけのお得を集めました！
傷んで泣く前に、まず相談！

「リビングを見た」
での成約特典として

インテリア小物やアクセサリーなど…

一級塗装技能士の店（株）
ペイントハウジング

選べる雑貨プレゼント
（2000円相当）

クライミングパーク菊南

扌

クライミングパーク菊南
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（２７７）
１１２２
申込み・問合せ／☎０９６

（あがんなっせ隣）
住／北区鶴羽田３ノ ノ１
営／平日＝午後１時～ 時、土日祝＝午前 時～
午後９時、木曜休（祝日の場合は営業）

中はお得な入会キャンペ

めます。さらに、今回の

ーンも実施中です。申込

イベントでは「あがんな

「ボルダリングに興味

みなど詳細はＨＰへ。

っせ」入浴券付き。４月

はあるけど１人だとなか

まずはルールから！
レッスン後は温泉へ

なか始めにくい…」とい

う女性に大ニュース！

九州最大級の施設「クラ

イミングパーク菊南」で

れ、宮殿へお出ましにな

い門からの入場が許さ

賀。普段は開かれていな

れる、５月４日の一般参

新天皇ご即位後に行わ

スホテル宿泊で、この料

ンシャインシティプリン

もＪＡＬ利用、池袋のサ

ープランも新設。どちら

観光プランのほか、フリ

名店グルメを盛り込んだ

今回のツアーは名所＆

皇室と縁ある成田山新勝寺と名所め
ぐりの旅
気ままにフリープラン

る新天皇陛下や皇族方へ

【SK2 物件概要】●所在地／熊本市北区大窪4-3-3 ●交通／「化血研
前」バス停徒歩3分 ●専有面積／1LDK（46.25㎡）～2LDK（60.12
㎡） ●敷金／1カ月（法人2カ月） ●礼金／1カ月（ペット2カ月） ●共
益費／4000円 ●町内会費350円 ●火災保険料／1万円～（1年間） ●
駐車場／1台5400円～（税込） ●構造／鉄筋コンクリート造10階建 ●
賃貸戸数／36戸 ●建築年数／平成31年2月完成 ●ペット可、犬・猫
10㎏以下 ●保証料／賃料総額の80％ ●仲介／（株）アズマシティ開発

金は驚きです！

☎096
（213）
1200

本社／東区新南部5-4-20 営／9:00 ～18:00（日＝10:00 ～17:00）、水・祝休

奉祝できる、今年限りの

また、ゆとりのある３

実の環境です。

熊本
機能病院
●

・熊本機能病院…約200ｍ
・ファミリーマート
…約230ｍ
・HIヒロセ……約700ｍ
・山室郵便局…約340ｍ
大通りには飲食店も多数！

10
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2泊3日
「天皇陛下ご即位 皇居一般参賀」
特別な１日です。

北区３号線近くでアクセス便利。

タ イ プ の 間 取 り が あ り、

るので、どのお部屋も日

単身・２人暮らしなどで

当たり良好です。さらに

病院やお店も近い

検索 ←

今年だけの貴重な経験。熊本からも参加できます…！

レジャー

旅行企画実施／

高台にあり、静かな暮らしも叶います

したばかりの新築賃貸マ

も充分な広さ。高台にあ

ンション「ＳＫ２」。４月 が立地のよさ。熊本機能

犬・猫と暮らせる、熊本

●GS
飛田
バイ
パス
ファミマ●

※4/10までの契約が条件

問合せは
（株）
アズマシティ開発へ

北区大窪に２月に完成 ーンを実施中です！

日まで、１カ月分の賃 病院や買い物に便利なお

市内でも希少物件。住み

+②クオカード1万円進呈

●ヒライ
山室郵便局
至熊本市街

まず注目してほしいの

料が０円＆クオカード１ 店など…必要なものが徒

①賃料1カ月分 無料に

●

●

【春の2大キャンペーン】

リンガー
ハット

現地
●

北区大窪4丁目限定

女性限定のイベントが４

※要予約（先着順）
※申込み方法など
詳細はこちら→

検索 ←

熊本

替えを検討中の人も、早

リビング読者限定

3

●

浜勝

◎オートロック、防犯カメラ完備

10

HIヒロセ●

至植木

◎洗面別でゆとりの広さ。
浴室乾燥機・追焚き機能付
◎インターネット無料！

賃貸

万円がもらえるキャンペ 歩圏内にそろっている充
めの問い合わせがおすす

◎今年2月完成の新築物件
◎犬猫飼育OK。床はペットに
優しい
“クッションフロア仕様”

めです。随時見学の案内

もできます。

間取りは
コチラ

月７日に開催です。

SK2

左／駐車場は平置
（屋根付有） 右上／エントランス 下／マンション入り口

専有面積：60.12㎡
【2LDK】
賃料／ 7万3000円～ 7万8000円

ボルダリングは「体の

ボルダリング女子活

SK2（エスケーツー）

【1LDK・2DK】専有面積：46.25㎡
賃料／ 6万5000円～ 6万6000円

使い方」を学べば誰でも

賃貸マンション

SK2

出来るスポーツ。運動が

苦手な人でも気楽に楽し

提 案 す る 誠 実 な 姿 勢 が、

日時／4月7日
（日）10:00 ～11:30
参加費／ 1人1800円（税別）
対象／18歳以上の女性

病院そばで安心の新築賃貸マンション

ポイント

通常大人1600円→800円 に

“家賃1カ月サービス”は4月10日まで！ ペットも可

＜10＞

運動・イベント

※1枚で大人2人まで H31.3.27～4.30まで

現地調査には社長が訪問。施工後10年の無料点検で
アフターケアも安心です

土曜日

半額！ 女性限定ボルダリング体験！

口コミでも評判を集めて

住まい

います。気になっている

住/東区江津4-3-3
営/8:30 ～18:00、水曜休
電話は24時間ＯＫ！

クーポン提示でビジター料金

塗装は、屋根・外壁
の劣化を防ぎます！

工事完了の半年後・1年後に
分割支払ＯＫ（金利手数料同社負担）
【見積もり無料】

人は、梅雨前に相談を。

50800（111）4152

自社による丁寧施工と

明 朗 価 格 が 魅 力 の 同 社。

同社イチオシの、見た目

と持ちの良さを同時に叶

●リフォーム他、ささいな相談もどうぞ！

■クライミングパーク菊南

※大人のみ、他割引と併用不可

検索←

ペイントハウジング

～H31.4.30まで

える「ハイブリッド塗料」

年の経験から最

ほか、豊富な商品知識と

この道

適な塗料を提案してくれ

ます。家によって異なる

外壁の材質・状態を見極

め、最適な塗料と金額を

20

リビング読者限定 COUPON

塗装

リビング読者限定

2019年3月30日

西鉄旅行（株）熊本支店

or

※最少催行人員／ 25人、添乗員／羽田空港よ
り同行 ※食事／フリープラン:朝2・昼0・夕0、
観光プラン:朝2・昼2・夕1 ※皇居一般参賀
は一般の列に並びます。天皇陛下のお出ましは
3分程度です ※利用航空会社:日本航空（JAL）
※利用ホテル:サンシャインシティプリンスホテ
ル ※利用貸切バス会社／東京バス株式会社
※申込み時に、詳しい旅行条件を明記した書面
を配布

西鉄旅行
（株）熊本支店

☎ 096
（383）2700
住所／ 中央区水前寺3-3-25-303
受付／ 平日9:30～12:00、
13:00～17:30
土日祝休
観光庁長官登録旅行業第579号 JATA正会員
※写真はすべてイメージ

リビング読者限定
「リビングを見た」で申込みをすると

旅行代金から
3000円引き！

2019.3.27 ～ 4.5までの予約
※参加者全員OK、定員に達し次第終了

【5月3日発限定】天皇陛下ご即位 皇居一般参賀
観光プラン3日間
2 ～ 3人1室・大人1人

11万 8000 円
1人1室・大人1人

12万 6000 円

※小人は6000円引き、税込

フリープラン3日間
2 ～ 3人1室・大人1人

8万 3000 円
1人1室・大人1人

9万 1000 円

※小人同額、税込

●せっかくなら！ 充実の観光プラン
阿蘇くまもと空港（7:35発）ー＜JAL＞－羽田空港
5/3
＝海ほたるPA＝【昼食】龍宮城スパ ホテル三日月＝
（祝・金） 大本山成田山新勝寺＝【夕食】日本庭園 八芳園＝ホ
テル＜都内泊＞
5/4
ホテル＝新天皇陛下ご即位 皇居一般参賀＝自由行
（祝・土） 動＝ホテル＜都内泊＞
ホテル＝東京タワー（150mメインデッキ入場）＝
5/5
（祝・日） 増上寺＝【昼食】重慶飯店…横浜中華街散策＝羽田空
港ー＜JAL＞ー阿蘇くまもと空港（19:10頃着）

●自分流に楽しみたい！ フリープラン
阿蘇くまもと空港（7:35発）ー＜JAL＞－羽田空港＝終日

5/3 自由行動＝ホテル＜都内泊＞

ホテル＝新天皇陛下ご即位 皇居一般参賀＝自由行動＝ホテ
ル＜都内泊＞
ホテル＝自由行動＝※16:00までに羽田空港第1ターミナ
5/5
ルー＜JAL＞ー阿蘇くまもと空港（19:10頃着）

5/4

