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自社施工だから安くて・早くて・質が良い。快適で長持ちするタカラの水回りへ

消費税増税前にリフォームしたい人は、もう動かないと！
熊本県知事建設・電気工事業 許可登録 （株）
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※食事は旅行代金に含まれておりません。
ご希望の方は、別途1,650円（税込）
で承ります。
※劇場内座席にてお弁当（お茶付き）または博多座
内レストランにてお食事。

白山通り
●ダイキ
●エルセルモ
熊本

粗品プレゼント！

北区龍田陳内4-20-32
熊本県知事建設業許可（般-25）第17445号

スマホから
特価品情報が
チェックできます→

全コース添乗員同行！
■利用バス会社：熊本観光バスまたは同等クラス。
■最少催行人員：各コース25名様。
（ 博多座ツアー
（イメージ） は別途設定） ■ご予約の人数が最少催行人員に
達しない場合、
ツアーを中止させていただくことが
ございます。
その際は、
出発の10日前までにご連絡いたします。 ■ツアーの出発時間
などは、
最終日程表にてご確認ください。 ■バス乗車中は、
お客様の安全のため、
必ず
シートベルトを着用してください。 ■取消料：各出発日の前日から起算して10日前
より必要となります。
（ライオンキング、
博多座ツアーは別途設定）

企 画 担 当 ：寺 園 義 浩

シーズン到来！ フラワーウオッチングツアー
長崎

施設利用
パスポート付！

6

ハウステンボス 花祭り観賞ツアー
7

月
出発

月
出発

6月:23日（日）
7月:6日
（土）
、
7日
（日）
【 旅行 代 金 お 一人様 】

10,800円

22,000円

道の駅うき
（8:20）
→鶴屋→植木IC→
博多座にて観劇
（昼
の部）
→植木IC→鶴屋→道の
駅うき(18:00〜20:30)

※食事は旅行代金に
含まれておりません。

乗降場所
ルート

鶴屋（8:30）→ハウ
ステンボス（シーズ
ンごとに開催され
る花のイベントを見学。パス
ポート付きなので園内の施
設を十分にお楽しみいただ
けます。滞在時間／10 : 00
〜15:30）→鶴屋（18:00）
乗降場所
ルート

F-3550

これらの施設がパスポートでご利用いただけます。
〈一例〉

■最少催行人員：各出発日20名様
■取消料：各出発日の前日から起
算して20日前より必要となります。
バハムートディスコ

VR-KING

スーパートリックアート

キャナルシティ劇場 ミュージカルの王者『ライオンキング』10年ぶりに福岡にて好評上演中！

『ライオンキング』福岡公演

出 発 日【昼の部】

※6月17日（月）より受付開始。

鶴 屋（ 8 : 3 0 〜
9 : 0 0 ）→キャナ
ルシティ劇場（S
席にて観劇。13 :00また
は13:30開演。開演まで
キャナルシティ博 多にて
自由散策）→博多はねや総
本家（博多土産のお買物）
→鶴屋（18:00〜18:30）
乗降場所
ルート

アフリカの壮 大な自然 をバックに「生命の連 鎖」を
描いた物 語は、幅 広い世代でお楽しみいただけます。
【 旅行 代 金 お 一人様 】S席

19,500円
※大人・子ども共通

■最少催行人員：各出発日25名様
■取消料：各出発日の前日から起
算して20日前より必要となります。
※食事は旅行代金に含まれて
おりません。

（観光庁長官登録旅行業第624号）
（一社）日本旅行業協会会員

福岡
玉名

九州国立博物館 特別展と
金栗四三ミュージアム

出発日

7月: 27日（土）
28日（日）
【 旅行 代 金 お 一人様 】

8,500円
乗降場所
ルート

お問合せ
お申込みは

旅 行 代 金 の お 支 払 い にご 利 用 い ただ けます。

総合旅行業務取扱管理者：鷺村康之

（ 359 ）
096
7522〈直通〉

営業時間

室町将軍 −戦乱と美の足利十五代−
寺外で初めて勢ぞろいする13軀の歴代
将軍像（京都・等持院蔵）
は圧巻です。

※食事は旅行代金に
含まれておりません。

鶴屋（8:30）→九州国立博物館（特
別展鑑賞。約3時間滞在予定）→金栗
四三ミュージアム→鶴屋（18:00）

●鶴屋友の会 会員証・お買物カード、鶴屋友の会 お買物券
カード
●鶴屋発行商品券 ●
旅行企画・実施：株式会社 鶴屋百貨店

︻特別展︼

撮影 下坂敦俊

10月:19日（土）、26日（土）
11月:22日（金）

午前10時〜午後7時 ※毎週金・土は午後7時30分まで。
※6月18日（火）
・25日（火）は営業を休ませていただきます。

下見から工事︑アフターまで対応

エボニーヌ
コゼット

大切な電気設備・給水給

肥後銀行● 世安

【 旅行 代 金 お 一人様 】 A席

濱田めぐみ

湯・大工工事はすべて自

上原理生

リフォームを検討して

上原理生

社職人が行うことで︑コ

伊礼彼方

濱田めぐみ 二宮 愛

いて﹁どこに頼もう⁝﹂と

ジャベール
ファンテーヌ

迷っている人︑選ぶなら

吉原光夫

ストを抑えたリフォーム

福井昌一

10120-253-931

満席

出演者予定（抜粋）
ジャン・バルジャン 福井昌一

お客様専用ダイヤル（9:00 〜18:00）

●エネオス

25日
（日）

8月17日
（土）8月22日
（木）8月25日
（日）

を叶えます︒また工事後

8月:17日
（土）
、22日
（木）

〝工事力〟が決め手です！

出 発 日【昼の部】

の不具合などにも施工者

19世 紀初頭のフランスの動 乱 期を壮 大な 音楽、舞
台、衣 装で描き出す 話 題のミュージカル。新キャス
トを迎えて、
さらなる感動と興奮をお届けします。

商品はどこで見積もっ

ニッポン
レンタカー●

出発日

博多座観劇ツアー ミュージカル『レ・ミゼラブル』

ても同じ⁝ということ

至田崎

ミュージカルの金字塔が博多座へカムバック！

福岡

産業道路

住所／中央区世安町356-1（☎096-319-0200）

この夏おすすめ！ 人気のミュージカルを楽しむツアー

公演日

至市街地

3

夏
福岡

自らがスピーディーに対

●門灯・テレビドアホン

タカラ ●
熊本ショールーム

場所／ タカラ熊本ショールーム

号

●太陽光の設置

●窓・ドア ●手すり工事

10:00 〜17:00

【6月30日まで】 下見・見積もりを依頼すると

●水栓の交換

●エアコン工事

白川

今週末は
リフォーム相談会

長く良いものを使いた

い︑という人も納得の品

質の﹁タカラ﹂︒その魅力

は︑ぜひ体感型ショール

ームで実感してくださ

い︒ お 風 呂 や キ ッ チ ン︑

洗面︑トイレ︑給湯器な

ど各種さまざまなタイプ

他社との相見積もりも

がそろっています︒

気軽にＯＫ︒パナソニッ

ク︑ＴＯＴＯ︑リクシル

も取り扱っています︒

6月8日（土）
・9日（日）

応︒手厚いアフターフォ

●塗装・外壁

至熊本駅

見て、ふれて、タカラの良さを実感！

は︑費用に差が出てくる

※工事費別途 (25 〜 30万円）

解体、産業廃棄処分、給排水・
設備・電気工事、脱衣の内装
（壁・床）、洗面ユニットの撤去・
●
「浴室まるごと高断熱仕様」
再設置、スイッチ・コンセント
●震度6相当にも耐える
「強い構造」 交換などすべて込み

※ポスターイメージ

様々なメーカーの相見積もりも
気軽に相談ください

●キッチン

●風呂・トイレリフォーム

「高品位ホーロー」

●自社施工でその分価格もお安く！

●床の張り替え

●窓・ドア工事

●キズつかず、汚れにくい

すべて自社で行います
●工事後の困りごとにも施工者自ら
が対応します

ローも︑選ばれている理

組立費別途

キレイで温かく、強いお風呂

●
「電気」
「設備」
「大工」
工事は

利用できます！

●クロス工事

37万9000円（税別）8万2000円

【ミーナ・基本セット】

ムラカミ電機の違いは工事力

金利1.9％の
リフォーム
ローンも

家中のさまざまな 困りごと に
対応しています。気軽に相談を！

※イメージ
※窓は現状

タカラのシステムバス1坪タイプ

の は 工 事︒﹁ 外 注 に 頼 る

大人気

収納スペースあり！

とその分︑工事代が高く

お手入れラクラク

●ミラー裏にもたっぷり

﹁費用が抑えられた分︑

●高品位ホーローで

由です︒

※工事費別途（5万5000円）
本体、撤去・処分・設置、
脱衣の壁・天井クロス、
床クッションフロアの内装
工事（1坪）まで込み

間口75㎝、3面鏡（鏡
裏収納付）

なったり︑使用する材料

13万5000円（税別）

一緒に家のリフォーム相

タカラのホーロー洗面化粧台
「オンディーヌ」 2段スライドタイプ、

キレイ

や工具︑職人の腕も分か

●たくさん収納がついて便利

談もできた﹂など︑喜び

●キズつかず、油汚れもすぐ落ちる！

りにくくなるため︑工事

※組立費、解体・撤去・処分、給排水・
設置などの基本工事は別途18万円
家庭によって異なるためまずは見積りを

の声も多数︒下見・見積

28万5000円（税別）

※システムキッチンから入れ替えの場合

の質にも関わってきま

【エーデル・扉タイプ】基本セット

す﹂と村上社長︒そのた

め︑ ム ラ カ ミ 電 機 で は︑ もり無料︑お早めに！

家事ラク タカラのホーロー
キッチン 間口255㎝

「日月図軍扇」足利尊氏花
押／南北朝時代・14世紀
九州国立博物館蔵

広島県指定文化財「足利尊
氏像 」／南北朝〜室町時 代
14〜15世紀 広島・浄土寺蔵

バス乗降場所のご案内
安全運行の確保、団体ツアーなどの
理由により設定箇所以外でのバス
乗降はお断りさせていただきます。
あらかじめご了承ください。

乗降場所
ルート
乗降場所
ルート

鶴屋→植木明徳→植木IC入口付近
道の駅うき→宇土駅東口→鶴屋→
植木明徳→植木IC入口付近

※集合場所や解散場所からの交通費・駐車場代などは、お客様のご負担となりま
す。※交通事情などにより、時間が多少前後する場合がございます。あらかじめ
ご了承ください。※表示価格はすべて税込です。

