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2019年6月15日

土曜日

6月15日
（土）
・16日
（日）
・17日
（月）
。リクシル×岱電トラストグッドホーム、初のリフォーム相談会！

思わず人を呼びたくなる！ 戸建て・マンション快適リフォーム
明るい笑顔の集まる家
が重なって動き出すのが

…。今までの不満や要望

い、食洗機はココがいい

を向けて料理をしたくな

リクシルスタッフと同社

シルの魅力です。当日は

格に融通が利くのもリク

できたり、さまざまな規

内のシンクの位置を調整

水回りはもちろん、玄関ドアや内壁
などお家の隅々まで相談ＯＫ！

“リフォーム”。そんな想

施工担当者が案内。マン

例えば、キッチン天板

いを細やかに汲み取っ

ションだから、構造が特

キッチン台が低い、背

た、リクシル製品のリフ

殊だから…と諦めず、何

16

ォーム相談会に行ってみ

ネルも人気です。

日（土）
・ 日（日）
・ 関扉や、高機能な内壁パ

15

ま せ ん か。 同 社 で は 初、 でも相談を。網戸付の玄

６月

日（月）に開催です。

17

住まいのトータルケア

LED照明・3面鏡・
2段引き出し＋扉

54％

付いてる！

23万円～ 25万円

キッチンパネル貼りは別途

54％

LIXILシステムバスルーム
アライズ Ｚタイプ 1坪

OFF

12万5000円～15万8000円

54万9000円

設置・処分費込みで

35万8000円

選ばれる理由は、
「信頼感と誠実さ」

仮
必見！

＋手洗いカウンター
＋壁クロス＋床クッ
ションフロア
トイレ単体の
施工もOK ！

LIXIL 玄関ドア

リシェント

1デイリフォームで印象が変わる！
デザイン・カラーも豊富です

ドアを閉めたまま採風・採光できて明るくエコ。
鍵タイプなども相談会で見積もり依頼できます

おきたい”と思う高機能

が 組 み 込 ま れ て い ま す。

る機能は外すことも可能

もちろん、不要だと感じ

「工事が工程通りに進

ですよ。

長年、多くの施主さん

み、施工中も快適に過ご

積書からもうかがえま

OPEN

していただけるようしっ

す。マンション・戸建て

RENEWAL

か り と 段 取 り す る の は、 から得てきた信頼は、見

あたり前のことです」と

問わず、家を快適にした

ビフォー

アフター

一人ひとりに合わせた施術で強い疲労をケア

スポーツや部活動での筋肉疲労や、
デスクワークでの強いコリに悩んでい
るなら、リニューアルした「ほぐしまる」
へ！ 身体がストレスなく動けるよう、
全身のバランスや筋肉を整える技術を
追求しています。自宅でできるセルフ
ケアも教えてもらえますよ。最終受付
は、営業時間終了の２時間前まで。

シュロア
モール 232
●
●
赤十字
病院
●
日赤通り

103

〒託麻
郵便局

ほぐしまる

●● 平安祭典

九州自動車道

ほぐしまる

●マドレーヌ
バースデイ

17

日
ング雑貨など幅広いライ

ンアップが魅力です。あ

日（水）～

なたのお気に入りが、き

６月

や天然素材、形にこだわ

（月）、インドの伝統技法

期間中はうれしい特典

っと見つかります。

も。
ぜひ足を運んでみて。

った、心地よいファブリ

ックが人気の「カプワ」
が

期間限定で登場。

☎０９６（３２７）３６１５

問合せ／本館３階事務所

Ｒ1.6.12 ～ 6.17まで

インドの伝統技法“木

プレゼント

版プリント”は、職人が

オリジナルミニハンカチ

一版ずつ染料をつけて押

し て い く プ リ ン ト 技 法。

機械には、作り出せない

素材は、手紡ぎで手織

味わいが特徴です。

りされた、こだわりのイ

ンド綿。手触りがやわら

かで、洗えば洗うほど独

洋服、服飾雑貨、リビ

特の風合いが増します。

お得!!
フェア期間中1万6200円（税込）
以上購入の先着20人に

12

代表。そんな思いが込め

本館2階 イベントスペース

Ｆｏｒｅｓｔ柄リネンロングＡラインワンピース
２万３３２８円（税込）

鶴屋

い…その思い、同社が叶

6月12日～ 17日、
“kapuwa”期間限定ショップ

られているのが、同社の

適度なリラックス感に、インドの伝統技法と天然素材の上質さ…

特別セット。見て回って

低金利のリフォーム
クレジットあります

10120-737-031

快適なリフォームの第

●現地調査
見積もり無料

えてくれますよ。

●もち吉

〔南区田迎1-9-10〕

いるうちに、いろいろ付

※写真はイメージ、記載以外は工事費別途・税別価格

●

会場／LIXIL
ショールーム熊本

一歩、電話での相談もお

流通団地
平成けやき通り

け足して予算オーバーに

リクシルショールーム熊本

同社工務の
堀田さん

公園

ＨＰには様々な施工
事例を掲載。ぜひ参
考にご覧ください！

気軽にどうぞ。

サンリブシティ
●くまなん

平成さくら通り

10:00 ～ 17:00

琴平通り

平成駅

トイレカウンター
プレアスLSタイプ

58万5000円

手をかざすと自動で水が出るから、
料理中で手が汚れている時も便利！

…という事態にならない

LIXIL リフォーム相談会

● モスバーガー
TSUTAYA ●

平成大通り

6月15日㊏・16日㊐・17日㊊

基本工事費に含まれるもの：解体工事・撤去工事・
給排水配管工事・土木工事・電気工事・仕上げ工事

超お得 LIXIL

定価127万3000円

◎食洗機
付いてる！
◎人工大理石（トップ＆シンク）
◎3口ガスコンロor2口IH＋ラジエントヒーター
◎ソフトモーションレール
◎〔注目！〕自動水栓

◎サーモスバスＳ
◎まる洗いカウンター（ワイド）
◎換気乾燥暖房機
◎エコアクアシャワー
◎スライドフック付握りバー
よ う に、“ コ レ は 付 け て

25万円～ 29万8000円

LIXIL システムキッチン シエラ 255㎝

OFF

キッチンパネル貼りは別途

マンション用システムバス0.75坪

LIXIL
洗面化粧台
ピアラ 75㎝

17万6000円

31万5000円～ 37万5000円

マンション用システムキッチン255㎝

検索←

設置・処分費込みで

特価基本工事費目安 ※価格は税別

戸建用システムバス 1坪

たいでんトラスト

超お得

定価119万5000円

戸建用システムキッチン 255㎝

岱電トラストグッドホーム

●ファミリー
マート
●長嶺小
国体道路

☎096（285）4510
営／平日＝10：00～21：
00、日祝日＝10:00～
19:00、木曜休（他不定休あ
り）、
Ｐ4台、予約制
住／東区長嶺東2-4-1

初回チェック料1080円、技術料5400円（税込）
※施術時間は約90分。症状によって前後します

