ル名 032701A27z05送スーモカウンター注文熊

3/9

12：40①

3/11

了16：07

2/27

了11：44

草刈

4/2

15:35

3/29

了11：47

3/30

2了10：39

営業： 三橋

制 作：草刈

1/30

10：52③

1/30

13：42④

2/3

PolarStar

了15：49

ゲラチェック欄 ※確認印をお願いします
TEL

FAX

URL

検索

ＱＲ

価格

2020年3月28日

ズ

日時

土曜日

写真

＜6＞

3・4月 「予算や価格の相場は？」「どこの会社がいいの？」【通話料無料の電話相談あり】

一戸建て、
建て替えを考えているなら無料講座へ
リクルート スーモカウンター注文住宅

無理のない予算額を知って
夢を実現させませんか
日参加も可能ですが、満 話・相談無料なので、気

席の場合もあるため、事 兼 ね な く 相 談 で き ま す。

前に「リビング新聞を見 自分に合ったスタイルで

また、気になるテーマ て」と、問い合わせて予 相談・利用してみて。

※1年以内に注文住宅を購入した、もしくは検討しているスーモカ
ウンター利用者へのアンケート調査
（有効回答数116、2019年4月
実施、リクルート住まいカンパニー調べ） 調査協力／マクロミル

「スーモカウンター注

外 出 が 難 し い 人 に は、

1位▶どうすれば要望を形にできるかわかった
2位▶一緒に検討してもらえるので安心できた
3位▶第三者としての中立的な意見が役に立った
4位▶相場観や知識を教えてもらえた
5位▶アドバイザーの接客が丁寧だった

文住宅」は、住まい探し を選べる「無料講座」を多 約しておくとスムーズ。

のさまざまな悩みを無料 数開催し、家づくりの流

利用者
満足度
ランキング

でサポート。営業される れや価格相場、建築会社 電話相談サービスも。通

キッズ
スペース
あり

ことなく役立つノウハウ の選び方などを、第三者

が聞けると人気で、全国 の立場で独自の情報を交

万組以上に利用され えながら丁寧に教えてく

入会金が無料！

で

キャンペーン

個別に相談したい人

ＣＭで活躍中のキャ
ラクター ｢スーモ」

スーモカウンター

何社もまわり続けている中、予算
内で建てられる建築会社を紹介し
てくれた
（40代・男性）

※スーモカウンター注文住宅・新築
マンションの利用組数合計
（2019年
3月末時点）

れます。

0120-998-088

26

※店舗によ
り仕様が異
なります

家づくりに必要なお金の全体像や
予算の立て方を教えてもらい、安
心して建てられた
（30代・女性）

スーモカウンター
利用者の声

電話相談ダイヤル
（10:00～18:00）

例えば、家を持つとき

無休 9:00～21:00

4月からの受講で

各日①10:30 ②13:30 ③15:30
（各回約90分）

※当日予約OK、
予約優先。
各講座とも全店舗共通
※上記以外の日時でも受け付け可能
◀開催店舗は左記で確認を

26万組以上が利用

0120-300-829

春の入会

3月26日
（木）
～4月12日
（日）

ている強い味方です。

予算の読み方、条件整理、建築会社の紹
介など個別の要望について相談可能。講
座をすべて受けたい人にもおすすめです

に一番気になる住宅ロー は、「個別相談会」を申し

建築会社を価格帯別に解説。保証や
メンテナンスなど、見落としがちな
点もチェックできます

ン。月々の支払いを今の 込んでみて。あなたの要

個別相談会

上益城郡嘉島町
菊池郡菊陽町光の森7-33-1
大字上島字長池2232
ゆめタウン光の森 南館 1階
イオンモール熊本 1階
※各店舗とも臨時休業する場合があります。営業時間・定休日、アク
セス・駐車場などは、電話またはホームページで確認を
申し込み・問い合わせ
スーモカウンター

個別の疑問を解消したい人は

ハウスメーカー・工務店
選び方講座

家 賃 並 み に で き る か？ 望をもとに建築会社を複

建築会社の特徴を見極めたい人は

など、年収や 談の設定や同席、断りの

注文住宅の価格相場、見積もりの読
み解き方などが分かり、必要なお金
の全体像がつかめます

定年までに返済が終えら 数社ピックアップし、面

お金の考え方や土地の探し方、建築
会社の選び方など、初心者向けに家
づくりの流れが分かる内容です

1000万円台で家が建つ!?

いずれのサービスも当

◆近くのスーモカウンターはこちら
イオンモール熊本店
ゆめタウン光の森店

注文住宅価格まるわかり講座

日時

※リビング新聞の記事は、弊社および関連のｗｅｂサイト上に掲載され

スーモカウンターは、い
ずれも便利な立地。第
三者の立場のアドバイザ
ーが丁寧に対応してくれ
ます。まずは気軽に訪ね
て相談を

必要なお金の目安を知りたい人は

はじめての
注文住宅講座

れるか？

何から始めていいかわからない人は

家賃を基に、あなたが無 代行までしてくれます。

人気の無料講座＆個別相談会 開 催 日 程

理なく買える額を試算。

※ＰＤＦファイルの二次利用はご

開催

無料講座

身近なものを彩る刺繍で、暮らし豊かに過ごしませんか？

月2回・手縫いを愉しむ「戸塚刺しゅう」
リビングカルチャーセンター はません校
初心者は基礎から
資格取得も応援！

お家やカフェでまった

りと刺繍をたしなむ趣味

が︑全国的にもプチ・ブ

ームに︒４月から新しく

始まる木曜︵月２回︶の教

横浜

室で︑刺繍の技術を身に

﹁戸塚刺しゅう﹂は︑美

ふなばし かしわ さいたま

つけませんか？

麗で繊細なフランス刺繍

をもとにした︑多彩なス

テッチを楽しめるのが特

徴︒ 連 続 模 様 や 格 子 柄︑

レース模様⁝技術の幅が

広く奥深いので︑習得す

るほどハマっていきます

千葉

よ︒講座では作品を一か

ら作るもよし︑ヘアゴム

多摩

やクロス︑ブックカバー

山の手 東京南 むさしの 東京副都心 まちだ

など手持ちの布製アイテ

☎０９６
（３７０）
１１１２

ムを彩るもよし︒入会金

【問合せ】

無料の今がねらい目！

●住所／熊本市南区田井島1-2-1
ゆめタウンはません本館2階
●受付／ 10:00 〜 19:30
（日曜〜 16:30、
祝日は通常営業）
※入会金通常3300円
※料金は税込

横浜南 田園都市 東京東

4/9（木）初回開講［月2回］

〜ステッチを楽しもう〜「戸塚刺しゅう」
◦講師／緒方尚美（戸塚刺しゅう協会 師範）
◦日時／第②④木曜 13:30 〜 15:30
◦月額／3520円 ※初回のみ教材費1000円

東京

とちぎ

湘南

つくば 大江戸

写真上・右は講師による
作品一例。上達すると絵
画のように鮮やかな刺し
ゅうも楽しめますよ

特

送り
熊

NW掲載エリア

