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土曜日

『 〇 〇が 必 要な方！
〇 〇がしたい方！』
アイ-ウッド
アイ-ウッド 熊本

検索 ←

ただ今お得なキャンペーン価格で実施

冬 以 来 放置されたエア
営業／午前９時～午後６

時、無休

「スマートカーテン」
で採光にアクセント

見た目はブラインドな

のに生地はカーテン！

室内プライバシーを守る

レース、調光できるブラ

インド、遮光のドレープ

57
至県庁

住所／北区清水亀井町

●
●
国体道路
●
洋服の青山

至日赤病院

●
産業道路
AOKI ●

シダックス

●

●

ヤマダ電機

鶴田病院

（東区保田窪本町10-101）

至市街

営／ 8:00 ～ 18:00
日曜休
※各種カード取扱いあり、
税別

至熊本 IC
東バイパス
ロイヤルホスト

☎096
（387）
4000

水回り展示会
６/12・13・19・20・
26・27（金）
・
（土）
9:00～16:00
会場/Kクリーン
ショールーム

Ｋクリーン
総合サービス

R2.6.12・13・19・20・26・27限定

コン内は、カビやほこり

②マスク50枚プレゼント

◎エアコン洗浄は、スタッフのマスク着用、
手指消毒を徹底して行います

の温床…今のうちに掃除

（お掃除機能付きは別途料金がかかります）

の３つの役割を１枚でこ

①エアコン掃除１台（１万円）サービス

新・生活様式対応
◎ショールームでの展示会は１日6組限定、
手指消毒、換気を徹底しています。来場に
不安がある場合は電話での注文もＯＫ！

ノ１階

「リビングを見た」で
トイレ・キッチン・バスいずれか1カ所成約で

ノ

お得!!

して夏を迎えましょう。

クリナップ正規加盟店で安心！ ※解体工事費・給排水工事費・大工工事費・処分費（25万～ 45万）別途

なします。熊本では同店

※本体＋取付費込

※本体＋取付費込

のみの取り扱い。この便

69万8000円～

74 8000

利さは体感しないと分か

クリナップ

円～

時～午後６

オリジナルのガラスコーティング剤
で、水回りの素材が長持ちします！

「システムキッチン
ステディア」
2台限定

営業／午前

通常３万円→１万5000円！

大人気「システム
バスユアシス」
1台限定

10

りません。ぜひ来店を。

現在使用中のトイレを

トイレをきれいに保つ必殺ワザ！

湿気によるカビ・
ニオイに強い！
クリナップ

55

COROLLE（コローレ）

生地の組合せは9パターン

文も受け付けています。

キ レ イ に し た い 場 合 は、

商品11万9800円＋取付工事処分費3万5000円＋Ｋクリーン
バリア1万5000円＋税＝合計18万6780円
→ 最大5% 9339ポイント還元 されます

◎部屋を換気しながら作業させていただきます

◎店内清掃のほか、紫外 線照射型
空 気除菌装置を導入し、店内の 衛
生管理・換気を徹底

価格」
で登場します！

６ 月 の 毎 週 金 曜・
クリナップのシステム

汚れ防止、掃除が楽にな

るガラスコーティング

バス＆キッチンが定価料

％オフ。トイレ

土曜、１日６組限定
金より

もパナソニックやＴＯＴ

40

◎ドアノブやリモコンなど、作業中に触れた
箇所は次亜塩素酸ナトリウムで殺菌

ショールームの新・生活様式対応

Ｋクリーンバリア

〈キャッシュレスでの購入例 アラウーノS141の場合〉

万

水回りの改修やハウス

３万円が、１万５０００

Ｏなど人気メーカー機種 「Ｋクリーンバリア」通常

・高さを抑えたコンパクトなタンク
・深さが増して水はねしにく
い＆手洗いしやすいボウル

も特別価格です。台数限

7万9800円

でエアコン洗浄（１台）
も

４台限定 通常15万円が

サービス。

TOTO
「新型ピュアレストQR」

クリーニングなどを手掛

９万9800円

・独自のフチなし形状「スゴフチ」
でお手入れ簡単
・便座に座ると自動でミストを
ふきつける「プレミスト」で汚れ
がつきにくく落ちやすい！

ける「Ｋクリーン総合サ

TOTO「新型ZJ」

２台限定 通常20万4000円が

定 な の で お 見 逃 し な く。 円とお得。今なら、成約

・有機ガラス系素材で汚れにくい
・手洗い・カウンター別途取付可

事前予約制。電話での注

11万9800円

ー ビ ス 」。 ６ 月 の 毎 週 金

「新型アラウーノS141」
３台限定 通常21万円が

曜 土 曜 日 は、 キ ッ チ ン・ ショールームへの来場は

Panasonic

バス・トイレが「ご奉仕

トイレも台数限定で特別価格（カード払い限定）

撤去・処分・標準取付工事費３万5000円、給排水の位置により別途費用必要

色彩空間
住所／南区富合町田尻

検索 ←

Kクリーン 熊本

26

同社作業中の新・生活様式対応
◎訪問スタッフのマスク着用・手指消毒を徹底

厚地とレースが一体化!? 1枚3役のスグレモノ
時、水曜休、Ｐあり

Kクリーン総合サービス

18

お部屋のインテリアを見直したい方へ

☎０９６
（３２７）
８７７４

６月は、キャッシュレス支払還元ラスト月

●エアコン内部洗浄
1台 6600円
２台目以降 5500円
●お掃除機能付きエアコン
1台 1万4850円
2台目以降 1万3200円

ノ１（カインズ手前）

水回りをリフォームしたい方へ

1

キャンペーン料金
（税込）

０１２０・３９３・５２５

◎スタッフのマスク着用・
定期手洗いを義務付け

大手家電量販店の委託

◎施設内にアルコール消毒
液を設置。温泉内の換気も
充分に行っています

業務を任せられる信頼と

新・生活様式対応

実績のある同社では、エ

検索 ←

アコンを分解し徹底洗浄。

ぶぶたん

ぶぶたん

普通では届かない奥の奥

天然温泉

までスッキリです。
「リビ

温泉でほっとひと息つきたい方へ

自然の中の秘湯のような大露天
風呂が自慢！ 気泡湯やサウナも

６月末までキャンペー

ン実施中。①大人入湯券

購入で次回無料券プレゼ

営業／11:00～23:00（22:00
受付終了）、第2・4火曜定休
住所／東区戸島2-2-1
※天然温泉（加温有・加水無）
※混雑した場合は入場制限を
行う場合があります

ント、②平日は小学生以

☎096（388）2626

下無料、③回数券をお得

「ぶぶたん」のお湯は弱

に購入できます！

アルカリ性で肌に優し

く、疲労回復や健康増進

にもぴったり。自粛や家

事で溜まったいろんなス

トレスや疲れ、温泉で足

をのばして、ほっとひと

息つきませんか？

問合せ

新モデルハウス「アップルNEO ガレージ」

ングを見た」でプレミアム

◎来場が多数重なった場合、
お待ち頂くことがあります

抗菌コート（エアコン用・

通常２２００円）
が無料！

ＨＰからも予約・
オンライン見学可

「ぶぶたん」再開！

営業／10:00～18:00、
水曜休
本社展示場／東区佐土原
1-3-15

◎展示場入り口にアルコール
消毒を設置しています
◎スタッフのマスク着用

プロの技術&機材で、カビ・ほこりを徹底洗浄
クリーンラベル（株）

新・生活様式対応

10120・096・255

エアコンの定期クリーニングが必要な方へ

詳細や保証内容はＨＰをチェック
Ｐａｙ Ｐａｙでの支払いも可能

本社総合展示場に

ガレージハウス登場

同社初のガレージ付き

モデルハウスは、店舗併

設や２世帯住宅にも対応

でき、暮らしに合わせて

対応可能。また電気自動

車から電気を供給できる

システムを採用している

ので、災害時も安心です。

ほか冷蔵庫が隠せる収納

や快適な水回り動線な

ど、ぜひ体感して下さい。

スマホ等での「オンラ

イン見学会」も可能です。

見学予約・問合せ

趣味を楽しむ家を建てたい方へ

新・生活様式対応で

◎展 示 品 に 触 れる際 は 、
お客様に
も手指消毒をお願いしています

レース状態の「スマートカーテン」。大きなヒ
ダ感で高級リゾートホテルさながらの雰囲
気。操作も簡単、取り外して洗濯も可能です

