リビング読者だけのお得を集めました！
メーカーを選べる！ 日立のIHとセットでも48万円

リフォーム

県民住宅協同組合

の使い勝手に合わせた間 プラン。参考になること

坪平屋が

プランや無料見
積もりの相談も

同社には、

形状に合ったベストな設

取りなど、注文住宅だか 間違いなしです！

日当たりのよい南面に

らこそできる家づくりに

テラスを設け、玄関前は

坪とは思えない、ゆとりと快適さ
バリアフリー設計にも注目です

県産材の杉・桧をふんだ

車椅子対応のスロープ設

る、 県 民 住 宅 協 同 組 合。 注目です。

やすく、段差が少ないの

んに使い、心地よい住ま

家族みんなの顔が見え

で移動もスムーズ。世代

計に。トイレもゆったり １１７０万円（税別）で建

使用できます。

いを手掛ける、熊本県の

認可を受けた県下初の住

約１坪と車椅子でも楽々 つ人気のプランも。土地

坪

を問わず人気を集める平

屋。具体的な広さや予算

宅協同組合です。

今回の平屋は、約

に関するヒントが、今週

コスト面に関しては諸 計や丁寧な資金計画…設

末の完成見学会で見つか

経費込の同社の標準仕様 備・仕様込みで具体的に

その場で使える！

500円引きクーポン進呈

扌

2019.4.11～5.6まで

Laule'a（ラウレア）
ラウレア

検索 ←

ＬＩＮＥアカウントはこちら↓

１ノ （武蔵中央通り沿い）

住所 ／北区武蔵ケ丘８ノ

営業／午前 時～午後７

11

20

熊本

今年の春夏トレンドカラー「グリー
ン」のスカートは、バックフリルが
目を引く技ありアイテム！

テレビで見た、あの
服があります！

☎０９６（２７３）７７９５

水曜休、Ｐ有

時、日曜・祝日＝～６時、

楽シーンでのオシャレま

オフィスコーデから行

で、使い勝手バツグンな

中でも店長イチオシな

服がそろう「ラウレア」
。

のが、いま話題のブラン

ド「ラシア」。シルエット

も美しくまとまり、各局

人気ドラマの衣装にも選

トータルコーディネート
でも３万前後とお手頃！

ばれているそう。ぜひ気

今ならスーツケース購入で、古いスーツケース
の無料引き取りＯＫ

春夏のトレンドアイテム続々

購入金額3000円（税込）以上で

軽に試着してみて！

製 品 も お 得。「 サ ム ソ ナ

40

【色・サイズも豊富なスーツケースが200本以上】
（税別）
●スーツケースが5900円～

とコンパクトながら、暮

検索 ←

らしやすさにこだわった

熊本

施工は、手の届く価格

ボン・ボヤージュ

ボン・ボヤージュ

取り作成・見積もりは無

スーツケース 旅行用品

☎096（213）1500

ファッション

■ラウレア

イト」は通常から最大

分～午

30

％オフ、日本製「プロテ

時

10

10120・1500・78

H31.4.13・14の2日間限り

スーツケースが最大
半額のお得さも魅力

営業／午前

25

カ」も ％オフです。

連休が長い今年は旅行

〔中央区上通町4-14-2階〕

後７時、火曜休

● 鶴屋

の当たり年。旅行用品を

通町筋

知り抜くアドバイザーが

メガネの
大宝堂

大森ビル2階 ● ●
ボン・ボヤージュ

いる「ボン・ボヤージュ」 ☎０９６（３５９）８６９１

１泊～長期、国内・海

上通り

● 大谷楽器

でときめく旅支度を！

外用問わずスーツケース

が充実。収納豊富、機内

持ち込み、ストッパー付

など相談しながら選べま

す。さらに有名ブランド

長崎書店 ●

扌

料ですので、いつでも相

GW旅、専門店で楽しく準備！

談を。

※現金での支払いに限ります、1枚1人有効
※H31.4.10 ～ 4.30まで

詳しくは見学会で。同

500円券プレゼント！

住／熊本市中央区水前寺4-54-4
営／ 9:00 ～ 18:00、年中無休

扌

リビング読者限定 COUPON

旅行用品

合計5000円以上（セール品除く）
購入で、その場で使える

社スタッフに何でも聞い

リビング読者限定 COUPON
■ボン・ボヤージュ 【GW旅応援フェア】

●温石惣菜
●肥後銀行

☎096（285）7683

気軽に相談を

見学時間／ 10：00 ～ 17：00
県民住宅協同組合 会社法人等番号／3300-05-009148

クーポン持参で完成見学会に行くと

※数量限定

18

※当日は、のぼりを目印に現地まで来場を

■県民住宅協同組合

粗品をプレゼント

17

17

会場住所／熊本市中央区国府本町6-9

リビング読者限定 COUPON

なくオール電化の夢が叶います。 【問合せ・申込み】
Ｔポイント付与もあり。まずは

プレゼント

てみてください。

ローン返済に回して、負担も少

●ドラッグ
新生堂

す。浮いたガス代程度の金額を

②オール電化セット
ＪＣＢギフト１万円分
&鍋、フライパンセット
１万円相当

●

見学会
会場

「リビングを見た」
で契約、合計先着10人に

住／東区月出1-1-48
営／ 8:30 ～ 18:00、不定休
※問合せは18時以降でも可
※価格はすべて税別

Q-FLA
GS
●
●
八王子通り

マックス
バリュ

月々低価格からローンを組めま

あずま
白山通り
白山小
●
JR豊肥本線
●

壁だけリフォーム →29万8000円～

同社指定のローンもあり！

リビング読者限定
①エコキュートのみ
ＪＣＢギフト券
１万円分

床だけリフォーム →７万8000円～

※状況によって、別途費用が
かかる場合があります

日立のIH L8Tシリーズ

●ロイヤル
ホスト

至水前寺

48万円

【撤去・処分・取付費込み】

●

浜線バイパス

上記の選べるエコキュート
セット価格→

至本荘

タイルの床が、冷たい…滑って危ない。壁だけ
張替えたい。などプチリフォームもお任せ！
必要な箇所だけを相談しながら予算に合わせて
決められます。見積もりは無料

りますよ。

万円の大特

水回りなどのリフォームも好評承り中

＋

で、低コストかつ充実の 提案してくれますよ。間

ュートのオール電化セッ

火加減マイスター搭載

設計がポイント。住む人

トがなんと

日立 IHクッキングヒーター

●約17坪の広さとは思えないほど
の開放感と充実装備
●日当たり良好な南面にテラス
●トイレはゆったり1坪
●外装は汚れに強い光セラ

検索 ←

県住協

で上質な住まいを提供す

格というから驚き。実際

価。ＪＣＢのギフト券も

火加減マイスター搭載

に同社で購入・施工した

外観パース

注目ポイントがたくさん！
の、日立ＩＨクッキング

「サンウェイク」で好評

人からは「説明してもら

ついでにお風呂もキレ

付いてかなりお得です。

人にギフト券１万円分が！

の“エコキュート販売キ

いながら最適な商品を選

先着

ャ ン ペ ー ン ”。 従 来 の 電

べたのが良かった」とい

48

10

ヒーターと選べるエコキ

気温水器より電気代が４

う声が届いています。ど
イに…という要望もおま

分の１程度、災害時にも

エコキュート＋IHクッキングヒーターでオール電化も大特価！

役立つと人気のエコキュ

乗ってもらえますよ。

お風呂の保温・お湯張り全自動、追いだき機能付きで省エネも◎

れも自動保温・追いだき・ かせ。低予算から相談に

万 円（ 撤 去・ お湯張り全自動機能が付

【撤去・処分・取付費込み】

＜12＞

コンパクトでちょうどいい木の平屋

検索←

ートが、通常価格より半

額以下の

きの、フルオートタイプ。

また、オール電化を検

処 分・ 取 付 費 込 み ）。 さ

三菱、ダイキンと各有名

討中なら今がチャンス！

らに日立、パナソニック、 省 エ ネ も バ ッ チ リ で す。

メーカーから選べて同価

日立、パナソニック、三菱、ダイキンから選べる
エコキュート 通常価格より半額以下 →38万円
フルオートタイプ

38

土曜日

4月13日（土）
・14日（日）中央区国府本町で完成見学会

住まい

工事費込、エコキュートが38万円で！
（株）SUNWAKE（サンウェイク）SUNWAKE

2019年4月13日

