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リビング熊本

2016年4月23日

上通店

はません店

光の森店

Café 感覚のコンシェルジュ
検索

つらい、厳しい状況にある熊本
の皆さんのことを、東京から想
っています。 少しでも支えるこ
とがで きたら、と願 います。1
日も早く、安心してゆっくり眠れ
る日が来ますように。そのため
にも、どうぞお体を大切に

マリーゴールド

☎096-360-3331

マリーグレイス

☎096-370-7001

アンジュールハウス ブリッジファイブ

☎096-337-2270 ☎096-234-8260
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全国に繋がるリビング新聞ネットワークから、
早くも多くの応援メッセージが届いています。

『人生いつだってこれから、朝は
かならずやってくる。だから、く
じけないで』“百歳の詩人”として
愛された栃木ゆかりの詩人・柴
田トヨさんの言葉です。どうか熊
本パワーで頑張ってください！
心から祈っています

リビング新聞滑川
︵首都圏共通︶
編集長
と社員の皆さん

☎096-327-9595

最新の店舗情報は→ レイ＆トゥエルヴ

どうしようもない状況下で、
「頑
張って」は時に辛い言葉になっ
てしまうかもしれません。熊本
に 住 む 方々の 心 からの 笑 顔 が
戻る日を信じて、静岡から元気
を送ります。１日も早い復興を
お祈りしています

2016年4月23日

届いています！全国からの応援の声

リビング福島・郡山
畠 愛子編集長と
編集部の皆さん

リビング仙台
渡邊 綾編集長

５年前、熊本の皆さまからいただ
い た 温 か い 応 援メッセージやご
支援・ご協力を、福島は忘れませ
ん。皆さまのおかげで、私たちは
笑顔と元気を取り戻しました。普
段の生活にいち早く戻れるよう、
お祈りしております

東日本大震災時、熊本の皆さんか
らの 温 か な 支 援 、励ましに 、私 た
ちはどれほどのパワーを頂いたで
しょう。今こそ恩返しをさせて頂く
時。平穏な日常と笑顔を1日でも早
く取り戻せるよう、1人1人が出来る
ことを考え、行動していきます！

被害を受けられた皆様にお見舞い申し上げます

地震に伴う「華もみじ」営業についてのご案内

地震により被害を受けられた皆様にお見舞い申し
上げます。また、私たち「湯巡追荘」にたくさんの
ご支援や励ましのお言葉を頂き、誠にありがとう
ございます。皆様と再びお逢いする日を目指して、
営業再開まで、しばらくのお時間を頂きますよう
お願い申し上げます。

地震により被災された皆様に、お見舞い申し上げ
ます。「華もみじ」は現在、営業再開に向け復旧作
業と安全確認を行っております。皆様には大変ご
迷惑をおかけ致しますが、しばらくのお時間を頂
きますようお願い申し上げます。再開のめどが立
ちましたら、公式ＨＰ等でご案内させて頂きます。
華もみじ
☎0967-63-8787

レイ＆トゥエルヴ コンシェルジュ
共通連絡先（上通店）
※スタッフへの転送になっておりますので、
いつでもご連絡ください

被災地の皆さん、大変な思いを
されていることと思います。心よ
りお見舞い申し上げます。 太陽
は毎日私たちを照らしてくれる、
今日も、 明日も、 明 後日も…。
言葉が見つかりませんがとにか
く前を向いて進んでいきましょう

号外

リビングとちぎ
三井美紀編集長

この度平成28年熊本地震で被災された皆様、並び
にそのご家族の方々に対しまして、心よりお見舞い
申し上げます。現在マリーゴールドグループでは
少しでも早く熊本のブライダルを応援できるよう、
営業再開に向けて復旧中です。復旧状況につきまし
ては各会場へお電話賜りますようお願い致します。

熊本の皆さま、心からお見舞い申
し上げます。湘南も東北の震災の
際に余震がしばらく続き、不安で、
誰かと一緒にいることで少し落ち
着けました。この紙面が近くの人
と話すきっかけになれたら…。湘
南からエールを送っています！

リビング静岡
松永恵理編集長

マリーゴールドグループ営業再開について

リビング湘南
増田誠子編集長
と社員の皆さん

今は何も考えられない状態だと思
いますが、21年前に阪神・淡路
大震災で被災した私たちからお伝
えできるのは「未来は必ずやってく
る」ということ。皆さまが前を向く
ためにできる支援を、大阪・兵庫
から続けていきます

熊本の皆さまに心よりお見舞い申
し上げます。私は福岡出身で、こ
の度の地震により友達や知り合い
も被災しました。でも、逆境に決し
て負けず、いつも元気で明るいの
が九州人のよかとこ。1日も早い復
興を名古屋から祈り続けています

リビング滋賀
山本和子編集長

被災された方々に、お見舞い申し
上げます。熊本市と兵庫県姫路市
は熊本城と姫路城という名城を有
する都市。お城を通して、義援金
の募集や観光振興等で協力でき
ればと考えています。一刻も早い
復旧、復興をお祈りいたします

リビング名古屋
メディアプロデュ
ース部中島部長と
社員の皆さん

不自由な生活を余儀なくされてい
る方々に、心よりお見舞い申し上
げます。
１日でも早く、いつもの生活に戻
れること、そして皆さんの笑顔が
戻ることを祈っています

サンケイリビング
新聞社・神戸編集室

熊本にお住まいの皆さま、被災
された皆さま。不安な毎日をお
過ごしのことと思います。心より
お見舞い申し上げます。１日も早
く日常の生活に戻れるよう、京都
からもパワーをお送りします！

北村梨花編集長
と社員の皆さん

地震にて被災された皆様、謹んでお見舞いを申し
上げます。当店舗も被害を受けており、現在、は
ません店と光の森店は復旧と安全確認を行ってお
ります。上通店は営業を再開しておりますので、
式場見学のキャンセル、ご相談、ご不明なことは
096-327-9595（上通店）へご連絡下さい。

リビング京都
内山土子編集長
と社員の皆さん

レイ＆トゥエルヴ コンシェルジュ 問合せについて

毎日の報道に心を痛めつつ、大変
な事態にも頑張る皆さまの姿に、
私たちの方が励まされています。
大変だとは思いますが、明日に向
かって希望を持ち強く生き抜いて下
さい。皆さまの心にいつもの笑顔
が１日でも早く戻ってきますように

リビング姫路
桑田稜子編集長
と社員の皆さん

がんばれ熊本！ でも、決して無理
はしないでください。ゆっくりで
いい。急がなくて大丈夫。あなた
がそこにいるだけで、誰かの生き
る力になっています。少しずつ笑
顔に戻れる日まで、私たちも渾身
のエールと支援を送り続けます！

リビング和歌山
野田知世副編集長
と社員の皆さん

リビングたかまつ
谷本小百合副編集
長と社員の皆さん

リビング福岡
前田和美編集長
このたびの地震に被災された皆さ
まに、心よりお見舞い申し上げま
す。 皆さまの安全と、熊本の街の
１日も早い復興を願っております。
大好きな人たちと大好きなくまモ
ンがいる、大好きな熊本の街を、
隣で一緒に、末永く支えます

長年かけて築き上げたものを一
瞬で奪う地震。その恐怖には耐
え難く、避難生活も過酷の極み。
察するに余り有る境遇ですが、今
命ある人たちは、その幸運を礎
に、また新しい一歩を踏み出して
ください。負けるな熊本！

リビングふくやま
綿谷千恵子編集長
と編集部の皆さん

皆さまに心よりお見舞い申し上げ
ます。一昨年、広島でも大規模な
土砂災害が発生しました。全国の
皆さんからの励ましや支援が、立
ち直る大きな力となりました。皆
さんのお気持ちは、全国に届いて
います。希望を失わないで下さい

リビング熊本
リビングおかやま
リビングくらしき
新山 錬編集長と
社員の皆さん

リビングひろしま
植木栄壮編集局長

どうか皆さんで声をかけ合って、
少しでもお元気を取り戻してくだ
さい。今は何もできませんが、き
っといつかみなさんのいる熊本
に伺います。辛い時期をお過ご
しと思いますが、前へ進まれる日
が早く来るよう祈っています

リビングかごしま
西村尚子編集企画
部部長と皆さん
鹿児島のみんなも、今ひたすら
熊 本 の 皆さんことを思っていま
す。 そして1人1人 が自分 にでき
ること…を胸にいろいろな支援団
体、応援プロジェクトも立ち上が
っています。『応援してます! キ
バレ熊本!! 九州はひとつ』

リビングまつやま

小原明美編集長

リビング北九州
植田詩生編集長
と社員の皆さん
“一人じゃない”ということを忘れ
ないでください。私たちも熊本の
皆さんのために北九州でできる限
りのことを考え見つけ、一つひと
つ行動に移していきます。みんな
で手を取り合って心をつなぎ、支
え合いましょう

号外

湯巡追荘（ゆめおいそう）
☎0967-32-0622

※ ４ 月20日 現 在、 電 話
がつながりにくい状況に
なっております。大変ご
阿蘇郡南阿蘇村河陰5298-1
迷惑をおかけ致します
検索
華もみじ
が、復旧までしばらくの
お時間を頂きますようお
願い申し上げます

検索

湯巡追荘

阿蘇市内牧385-1

※4月20日現在、電話がつながりにくいため大変ご迷惑をおかけしております。公式ＨＰ上にある
（infomation@yumeoisou.com）もしくは公式facebookのメッセージは受信できますので、
お問合せ等ございましたらそちらからお願い致します。ご返信には数日かかる場合もございます。
何卒ご理解のほど宜しくお願い致します。

― 地 震による被 害 を 受けられた 皆 様 へ ―

このたびの平成 28年熊本地震により、
被害を受けられた皆 様に謹んでお見 舞い申し上げます 。
一日も早い復旧を心よりお祈り致します 。
弊 社では 、県 外の各支店や営 業所の力を結集し、復旧に向けて最善を尽くしていく所存でございます。
平成28年 4月 三井ホーム株式会社 九州支店 熊本営業所
三 井ホーム株 式会 社 九 州支 店 熊 本営業 所
〒862-0953 熊 本 市中央区 上 京 塚町2-1

（受 付/水曜を除く AM9:00〜PM6:00）
（社）不 動産 協会 会 員、
（ 社）
日本ツーバイフォー建 築協会 正 会 員

ht tp://www.mitsuihome.co.jp
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