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15:35
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了11：47
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営業： 三橋

制 作：草刈
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了11:35

1/30
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2/3

PolarStar

了15：49
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TEL

FAX

URL

検索
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2020年4月25日

4・5月

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。

8万円
2612万円
12万円
3919万円
9万円
2939万円
13万円
4245万円
10万円
3266万円
14万円
4572万円
11万円
3592万円
15万円
4899万円
※35年返済、全期間固定型、金利1.5％、ボーナス返済
なし、頭金を除く、元利均等返済の場合の試算

「スーモカウンター注

外 出 が 難 し い 人 に は、

今の家賃で買える額は？

毎月返済額 借入可能額 毎月返済額 借入可能額

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。

４月３日の寄贈式の様子

主催／熊本トヨペット・トヨタ自動車

第45回 ふれあいグリーンキャンペーン

購入予算額の目安

のさまざまな悩みを無料 数開催し、家づくりの流

熊本トヨペット

キッズ
スペース
あり

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

熊本トヨペットは、国

土緑化推進機構の協賛を

受け、トヨタ自動車と共

同で毎年「ふれあいグリ

回目です。

ーンキャンペーン」を実

市役所・県庁で行われ

施。今年で

た寄贈式では、２０２０

ミス・インターナショナ

ル日本代表の寺内さんが

「緑の大使」として参加。

２３００本以上もの苗が

県内に贈られました。

問合せ／熊本トヨペット

☎０９６
︵３５３︶
５１１１

グリーンキャンペーン実施

ことなく役立つノウハウ の選び方などを、第三者

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）

万組以上に利用され えながら丁寧に教えてく

℡0800-817-4815

が聞けると人気で、全国 の立場で独自の情報を交

電話相談ダイヤル（10:00～18:00）

45

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

※不通の際は℡0120-300-829

で

℡0800-817-4777

個別に相談したい人

26万組以上が利用

26

※店舗によ
り仕様が異
なります

申し込み・問い合わせ
（いずれもフリーコール）
スーモカウンター（無休 9:00～21:00）

れます。

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

例えば、家を持つとき

日時

4月23日
（木）
～5月10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

定年までに返済が終えら 数社ピックアップし、面

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

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

れるか？ など、年収や 談の設定や同席、断りの

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

※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

注文住宅価格まるわかり講座

家賃を基に、あなたが無 代行までしてくれます。

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

建築会社の特徴を見極めたい人は

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

＜16＞

リクルート スーモカウンター注文住宅

何から始めていいかわからない人は

◆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

土曜日

写真

今の
“家賃並み”
でいくらの家が建てられる？

人気の無料講座＆個別相談会 開 催 日 程

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

日時

住宅展示場見学や土地探し前に無料講座へ 【通話無料の電話相談あり】

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

価格

第2回「リビングフリーマーケット」開催延期のお知らせ
5月30日（土）・31日（日）に予定しておりました第2回「リビングフリーマーケット」は、感染拡大
を続ける新型コロナウイルスの現状を踏まえ、開催延期を決定致しました。次回は今年の11月28日
（土）・29日（日）に開催を予定しております。詳しくはＨＰをご確認ください。 熊本リビング新聞社

「緑の大使」 寺内千穂さん

（2020ミス・インターナショナル日本代表）
リビング熊本にも来社。「自然に目を向
け、リフレッシュするきっかけになれれ
ばうれしい」と笑顔で語ってくれました

キリカエ

◆近くのスーモカウンターはこちら
イオンモール鹿児島店
イオンタウン姶良店

低金利の今か、貯めて3年後に建てるかを知る機会に

ファイナンシャルプランナーが教える

鹿

鹿児島市東開町7
姶良市東餅田336
イオンモール鹿児島
2階
イオンタウン姶良 東街区 2階
巻き爪にならないためには？
爪の縦スジが気になります…
※9/14
（土）
オープン予定
巻き爪のほとんどが足の親指。巻き
※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
爪の表面にスジが入っている、ボコボコ
セス
・駐車場などは、電話またはホームページで確認を しているなど、原因がわからないことも多
の程度と痛みは関連しません。すごく

巻き込んで見えても痛くない人もいれ

「マイホーム予算の決め方・考え方講座」
◆日時 4/29
（水・祝）
13：30から
（13：15開場、約90分）
◆会場 スーモカウンター注文住宅 イオンモール鹿児島店
※事前予約制。中止する場合があります。
最新情報はWEBで確認を

キリカエ 九

くあります。全体か一部かによっても違い
ますが、縦スジが全体に入っているのは加
齢による生理的なもの。疾患ではないので
気にせず生活してください。

ば、見た目は普通でも周囲が腫れて痛
◆近くのスーモカウンターはこちら
くなる人も。角を落とさないよう四角
リバーウォーク北九州店
く切ることがポイントです。
“この靴を
北九州市小倉北区室町1-1-1
リバーウォーク北九州
1階など、原因が分か
履くときに痛くなる”
ればそれを避けて。一時的な痛みであ

※臨時休業する場合があります。営業時間・定休日、アクセス・く
駐車
れ たの
ればそこまで心配しなくても大丈夫で
えて
は
場などは、電話またはホームページで確認を
教

キリカエ
滋

す。痛みが続く場合は病院で受診しま
しょう。
◆近くのスーモカウンターはこちら
また、パンプスを履く人も多いと思
イオンモール草津店
イオンモールKYOTO
（京都）
店
います。シューフィッターに自分の足
草津市新浜町300
京都市南区西九条鳥居口町1
の幅、厚みなどを測ってもらい、サイ
イオンモール草津
イオンモールKYOTO Sakura館 3階
ズだけではない靴選びをすることも大
モール棟 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
切です。

野田真喜先生
肌と爪のトラブルに特化
した「神楽坂 肌と爪のクリ
ニック」副院長。日本形成
外科学会専門医。日本美
容外科学会メディカルス
キンケアスペシャリスト。
All About皮膚外科ガイド

セス・駐車場などは、電話またはホームページで確認を

山の手 東京南 むさしの 東京副都心 まちだ

多摩

千葉

ふなばし かしわ さいたま

横浜

横浜南 田園都市 東京東

東京

とちぎ

湘南

つくば 大江戸

特

送り
高熊鹿九滋

NW掲載エリア

