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リビング読者だけのお得を集めました！

土曜日

11

時

30

分～

分～午後

30

営業 ／午前

時ｏｓ、日曜休、ランチ

２時ｏｓ、午後５時

11

検索 ←

昼なら、夜のコース

が１５００円引き！

住所 ／中央区下通１ノ９ノ

は月～金のみ、税込

７※銀座通り肥後銀行近く

昼の歓送迎会、ゆった

りプチ贅沢な女子会には

☎０９６
（３１９）
５４７７

リフォーム

」。「 リ ビ ン グ を

見た」で昼の宴会を予約

【ランチ限定】
穴子と春野菜の天ぷら定食 900円（税込）
ご飯と味噌汁はおかわり自由でボリューム満点！
●昼の歓送迎会も予約受付中です

リフォームするなら、今が絶好のチャンスです！

大好評につき、異例の大特価継続中
（株）Kクリーン総合サービス

人気レンジフードも特価

ほか、パナソニックの

に。しかも、すべて撤去・

限定で登場です。

“掃除がすごくラク”
と

通常3万円→1万9800円

処分・標準取付費込みの

①②いずれかをサービス！

同社独自のコーティング技術

「Kクリーンバリア」

大人気のパナソニック

＊詳しくは
セミナーで

便器に汚れをつきにくくする

「アラウーノＳⅡ」
、深ひ

●東区ながみね広畑ゴルフ場跡 に分譲スタート
「シンプルスクエア」全20区画 も案内できます

「リビングを見た」
で上記のレンジフードまた
は、トイレを成約すると、先着5世帯に…
通常1万2000円の掃除
①エアコンクリーニング（掃除機能付は別途）
②キッチンの換気扇掃除（芯またはフード）

トイレ購入時にオススメ

カード払い・数量限定の特別価格
この価格は２月３日（日）
まで！

申込〆切 営業／ 10:00 ～ 18:00、水曜休
2/25（月） 本社／中央区帯山5-8-19 101Ciel 2階

リビング読者限定

価格は、全てカード払

検索 ←

価格というから驚き！

イワイホーム

12万9800円

ろボールで手洗いしやす

☎096
（385）
0110

2台限定

かなり異例の大特価のた

※電話の際は
「セミナー申込みで」
と伝えてください

9万9800円

※キッチンの状況によっては、別途費用がかかる場合があります
※レンジフードのサイズアップには別途費用がかかります

住まいの総合リフォー

申込みは、電話またはイワイホームのホームページへ

2台限定

60㎝サイズ
通常20万4000円が

い限定。それぞれ数量限

平成けやき通り
至東バイパス

60㎝サイズ
通常14万8000円が

い、ＴＯＴＯウォシュレ

● セブン
イレブン

Panasonic レンジフード Panasonic エコナビ搭載
「スマートスクエアフード」 「フラット形レンジフード」

ット一体型トイレ「ＨＶ

●ローソン

め、２月３日（日）までに

●
カメラの
キタムラ

西部ガス

●熊本支社

申し込みをした人のみの

●

次第終了です。検討中の

3

●モスバーガー
琴平通り
●ベイブルック
アルファ

シルの洗面化粧台「ピア

撤去・処分・標準取付工事費込みの価格です！

ムを手掛ける「Ｋクリー

9万円

ン総合サービス」。

5台限定

定で先着順、数量に達し

通常22万6000円が

9万円

価格です。人気のトイレ （ 壁 リ モ コ ン 付 ）」、 リ ク

2台限定

大好評につき、特別価

※壁リモコン付

ラ 」 が、 か な り お 得 に。 人は、この機会にぜひ！

●
ツタヤ

格 を 継 続 中。 と は い え、 やレンジフードが、数量

撤去・処分・標準取付工事費込みの価格です！

エコナビスイッチを押すだけで、
あとは自動で省エネ運転

※1家族に1つ、Ｈ31.3.3限定

「伍乃

プレゼント

品が３５００円！

家づくり
小冊子

で、５０００円飲み放題

「リビングを見た」
でセミナーに参加すると

２月からランチに新定

＊無料駐車場あり
＊キッズスペース
もあります

⑩家づくりを600万円圧縮する

リビング読者限定

伍乃40

（中央区荻原町14-10）
※サンリブシティくまなん裏

⑨土地探しから始める家づくりで
失敗者続出?! 正しい順番とは
住宅ローンと予算の考え方

付

安くて本当に住みやすい家の階数とは

【事前予約制】＊5組限定

時間／ 13:00 ～ 15:00
会場／西部ガス熊本支社 3階ホール

サンリブ
くまなん

⑧平屋＝高い

40

伍乃40

ダイニング

Panasonic「アラウーノSⅡ」
TOTOトイレ「HV」
（手洗いタンク・ウォシュレット一体型） （手洗い・カウンターも別途取付可）

3月3日（日）家づくり特別セミナー

平成大通り

かっこいい平屋を建てる方法

11

通常22万4000円が

参加
無料

穴子・春野菜の天ぷら定食900円

H31.2.1～3.31まで

食が登場。旬素材の天ぷ

⑦税込2000万以内で

季節の和菓子
サービス！ ※1枚で
複数人可 扌

お昼は飲み放題付コース
３５００円※要予約

ート」と、新発想の分譲

⑥最短の洗濯動線で、
家のデザイン性も
アップする秘訣

グルメ

注文時、クーポンを提示すると

らはボリューム満点、男

地プロジェクトの取り組

必ず押さえたい2つのポイント

リビング読者限定 COUPON
■ダイニング 伍乃40

性も食べ応え十分です。

ムダなお金をかけてしま

みをスタート。実例を見

⑤収納は「数」と「広さ」ではない。

シンプルノートプロジェクト

わないためにも、家づく

たい人のための見学ツア

④コストを上げずに
“良く片付くLDK”の作り方

イワイホーム

ーが熊本で開催決定。全

りを始める前にしっかり

③風通しを良くするために、
やってはいけない3つのこと

ーも企画中です。

相反する性質を両立する家づくりの方法

熊本ではイワイホーム

国各地で講演をしている

ポイントを押さえておき

②明るい＝丸見え
プライバシーの確保＝暗い

が、この考え方に基づい

「家作りのことを勉強

建築家・高根慶雄さんを

ましょう。

暮らしやすい本物のデザインとは

と思っていることが、実

していたつもりでいたけ

講師に招き、予算を押さ

①デザイン住宅＝住みにくい

は“やってはいけないこ

れど、話を聞いてハッと

えながらも高性能な住ま

セミナーに参加すると、
こんなことが分かります！

建築家が教える人気セミナー
この話が聞けるのは５組だけ！

さ せ ら れ た 」「 コ ス ト を

いを手に入れる方法を教

全国に名を馳せる建築家集団Less is design
とともに、「より暮らしやすく無駄のない住ま
い」を研究し、シンプルノートの開発に携わる

と”になっている場合も。 た家づくり「シンプルノ

抑えても、理想の家に近

家の広さ、間取り、収

えてくれます。

納の数…「普通はこうだ」

講師／（株）SIMPLE
代表取締役 高根慶雄さん

づける方法はあると知り

ました」。

そう思っている人は
ぜひ参加してください！

話を聞いた人たちをあ

□ 収納はたくさんあればいい

っと驚かせてきたセミナ

□ 50坪の土地だと
平屋は無理？
□ デザイナーズ住宅は
どうせ高いんでしょ？

３月３日
（日）
“だれも教えてくれなかった”有意義な情報を、
無料で学べます

無駄なお金をかけない家作りの秘訣とは

セミナー

住／東区保田窪本町10-101
営／ 8:00 ～ 18:00、無休
※各種カード取り扱いあり
※楽天ペイアプリ対象店
※価格はすべて税別
【問い合わせ・申込み】

☎096（387）4000

