リビング読者だけのお得を集めました！
リビング読者限定 COUPON

人気の「柚子あさり」が398円！

絶品「柚子あさり」120ｇ

通常648円→398円！※税込

3パックまで購入OK

※クーポン持参、1枚で1人利用可、
コピー不可
※各店100パック限り R2.3.25 ～3.31まで

扌

珍味

古じょう庵

古じょう庵

京塚本店・JR上熊本駅店・サクラマチ店

■桂花ラーメン

検索←

R2.3.25～5.10まで

ーメン”は、コクがある

のにスッキリで、最後の

一滴まで飲み干したくな

る味わいです。家族や友

日で美肌、秘密は
＂マリン＂
コラーゲン

お肌の調子をバッチリ

やエラスチンも配合。「お

肌が中からもっちり、化

粧ノリもイイ感じ」とモ

ニターも驚きの実感力を

キメたい、イベントの前。 ぜひ体感してください。

見た目から気分を上げて

く れ る ド リ ン ク 習 慣 で、

☎096（366）
7231（平日10:00 ～17:00）

武蔵建装
武蔵建装

熊本

フターフォローも喜ばれ

年保証

今なら足場代無料、う

●菊陽町Ｙさん邸
︵上写真が塗装前、下は塗装後︶

最長

るポイントです。

10

検索 ←

外壁の劣化や長年の汚れでくすんでいた壁が新築さ
ながらの美しさに！ 家の印象もガラッと変わります

定期メンテナンス込

れしい特典付き。相見積

もりに自信あり。

県内各地の住宅や公共

施設など、数々の実績を

住所／合志市須屋１５５

営業／午前８時～午後７時

９ノ１

もつ同社。技術と使用塗

年間安心保

料の質に自信があるから

こその最長

証サービス付きの屋根・ ☎ ０８０（５２５４）６３４３

足場をかけてからしか

外壁塗装が好評です。

気付けない、住宅の不具

詳 し く は 同 社HPを
チェック！

＂定番ラーメン＂で

年。熊本ラーメ

本 店・ 達と一緒にぜひ。

熊本を元気に！

創業

※価格は税込

身体に吸収されやすい

ハリツヤ短期集中ケア！

と言われる天然魚由来マ

リンコラーゲンをたっぷ

合箇所も可能な範囲で無

☎096（273）
6081

内部の詳細は、
同社コラムを
チェック！

【申込み予約・問合せ】東亜不動産（株）
住所／中央区岡田町1-23
営業／ 10:00 ～18:00
水曜・祝日休

り１万㎎使用。その中で

●米屋町店
中央区米屋町1-7

長年営業を続ける「下川薬局」グループの同社が開
発。保存料・着色料は不使用、安心感が違います

足場無料、相見積も自信あり

R2.3.25～4.27まで

10

検索 ←

塗装

①エアコンクリーニングが
または
2台分無料
②全窓の網戸の張り替え無料
料対応。
「塗って終わり」

呉服町電停

も、カナダ産の高品質の

米屋町店

熊本

10

リビング読者限定
「リビングを見た」の塗装成約で

ではない、きめ細かいア

●京町店
西区出町4-23 1階

● TOAのトランク
白
川

熊本城

日本ファーマ

購入はシモカワド
ラッグ各店まで！
ネット注文OK、詳
しくはこちらから→

●セブンイレブン

西消防署
●

も の を 厳 選 し て い ま す。

藤崎宮前
交差点

扌 日本ファーマ

※調剤薬局では取り扱いなし
R2.3.25 ～ 4.11まで

具も減らせ、モデルルー

ムのような憧れの住まい

も叶います。

女性１人でも安心で

●熊本銀行

【鶴屋店】 営/10:00 ～ 18:30 (金・土～ 19:00）
☎096（356）3054 ※新型コロナの影響で時間変更の場合も

お肌ぷるん！ 進化系ドリンク

エンジョイ コラーゲン
1箱（50ml×10本）…5400円
1本…648円 ※価格は税込

3

唐人町通り

【本店】中央区花畑町11- ９ 営/11:00 ～ 24:00(金・土
～翌２:00、日～ 20:00）、無休 ☎096
（325）9609

美容

コラーゲンドリンク
もう１本プレゼント

潤いを保つヒアルロン酸

時間３

コアマンション
マキシム京町台1F

ン の 老 舗「 桂 花

鶴屋店」では、“こんな時

期だからこそ、熊本を盛

り上げたい”と、ボリュ

ーム満点のこけいか（ラ

ーメン）＆小チャーハン

のセットが、クーポン持

※税込

１箱購入時クーポン提示で

県内２店舗。エアコン、セキュリティ
完備の完全屋内型トランクルーム

まとめて収納。

→すべて無料！

R2.3.26～部屋が埋まり次第終了

「家族が増えて収納が

（それぞれ使用料の１カ月分）

固

桂花ラーメン 700円→ 500円

65

本店・鶴屋店

検索 ←

桂花ラーメン

リビング読者限定 COUPON

洗馬橋電停

五福小●

保証金と事務手数料

きる工夫がたくさん

「リビングを見た」で申込むと

６５日営業、急な出し入

ナンバー式オートロッ

リビング読者限定

24

くまもとラーメン桂花

扌

■シモカワドラッグ全店

● TOAのトランク

303

1

パンパンに。もっと広い

クに防犯カメラ、部屋ご

趣味のアイテム
や年数回しか使
わないレジャー
品も預けてＯＫ

3

れにも連絡不要です。常

メ？」 … そ ん な 悩 み は、 時空調完備だから、急激

との２重施錠システム…

セブンイレブン●

家に住み替えないとダ

な温度変化や湿気の心配

保管はもちろん女性１人

至徳王
ファミマ● 〒京町台郵便局

東亜不動産の完全屋内型

なし。楽器や貴重品など

で の 利 用 も 安 心。 先 月、

トランクルームが一気に

も安心して預けられます

解決してくれます！

もついにオープン。契約

引っ越しまで大型
家具・家電を保管

は会社や家族、友人との

シーズンオフの
衣類を家族分
まとめて収納

シェアもＯＫです。

こんな時に！

アクセス抜群の米屋町店

1万7600円

よ。自宅の収納に余裕が

２帖（180㎝×180㎝） 1万6500円

※日割りレンタルは応相談、一時預かり利用も可能
※保証金・事務手数料（それぞれ使用料１カ月分）別途

シーズンオフのアイテ

１帖（80㎝×180㎝） １万1000円 １万1000円

できれば、タンスなど家

米屋町店

参で何と５００円！

驚くほど柚子たっぷり！ サクラマチ店では柚子あさ
りのおにぎりも販売 ※画像はイメージ

ムや普段使わないものを

京町店

500円

●３回目の来店で

TOAのトランク（東亜不動産）

5500円

めのストレート麺が、豚

●２回目の来店で 800円相当→

こけいか＋餃子４個

「借りる」だけ！ 生活感ない自慢の家に

月額使用料（税込）

骨＆鶏がらの白濁スープ

とマー油に絡みつく“ラ

す。うま辛な味わいはお

かずにも、お酒のおとも

ーポンで多めにゲットし

さらにお得な トリプル特典

思い出の品、シーズンオフの衣類…収納は足りてる？

半帖（90㎝×90㎝）

500円（税込）

※本店・鶴屋店のみ有効

１回目の来店で、次回使える割引券進呈

＜16＞

人気№１セット今だけ 500円

クーポン持参で

通常900円相当 →

土曜日

グルメ

本店・鶴屋店

チャーハンセット（写真）
※１枚で２人

ご飯のおかずに◎
売り切れ次第終了

て。京塚本店・ＪＲ上熊

１人２パックまで、ク

どんどん進む！」と、古

本駅店・サクラマチ店限

にもぴったり。

じょう庵でも屈指の人気

定、なくなり次第終了。

「コレ１品で白ご飯が

１２０ｇ 通常

を誇る「柚子あさり」が特

６４８円が３９８円（税

レンタルスペース

別価格！

ふっくらとしたあさり

込 ）のチャンスです。

を、香り豊かな柚子と一

緒 に じ っ く り 炊 き 上 げ。

ピリッとした明太子の辛

みも良いアクセントで

3店舗同時開催！
【京塚本店】
☎096
（381）6508
住/東区京塚本町7-3
【JR上熊本駅店】
☎096
（351）6508
【サクラマチ店】B1F
☎096
（328）
6508

リビング読者限定 COUPON

食品

■古じょう庵 京塚本店・JR上熊本駅店・サクラマチ店

2020年3月28日

