リビング読者だけのお得を集めました！

そう。さらに、このサー

ビスなら突発的な故障修

理は何度でも無料。ダイ

オーナーさん必見！

んなら、各居室のルーム

賃貸住宅のオーナーさ

エアコンのリースも可

今年の夏は暑くなる
同社の
空調機リースで快適＆経費節約！

応してくれるから安心で

24

時間いつでも対

オススメ、ダイキンの業

す。一度に多額の購入資

!?

キンが

一気に日差しが強くな

金を準備する必要がな
能。詳細は問合せを。

務用エアコン安心保証リ

※先着30人限定

ースを検討して！

ぴちょんくんグッズプレゼント

【リース見積もり】 【リース成約】
4色ボールぺンor
マグカップor
スマホ用ストラップ ガラスのコップ

り汗ばむ季節に。今年の

見積もり依頼・成約時に「リビングを見た」で

43

夏は例年より気温が高く

リビング読者限定

45

分

①突発的故障の修理費が無料
②省エネエアコンだから、快適＆無理なく節電
③多額の購入資金が不要、安定した定額払い
④修理対応は 24 時間 365 日ダイキンが対応
⑤リース代は経費として処理できる
（会計処理については税理士、会計士に相談のこと）

営業／午前９時～午後５

同社の「安心保証リース」ならメリットいっぱい

時

住所／東区尾ノ上１ノ

→ 1 つでも当てはまったら、問合せ・見積依頼を！

対 象 機 種 は、 省 エ ネ・ く、毎月の支払を経費で

落とせるのもうれしいポ

●マンション・アパートオーナーは、各居室に
備えつけるルームエアコンをリースすることも可能です

なる傾向にあるそう。オ

イントです。まずは無料

ゆめタウン光の森

環境性に優れた「ファイ

光の森歯科
クリニック●

ブ ス タ ー ジ ア ス 」。 旧 型

扌

●タピキング

10年以上同じエアコンを使っている
店やオフィスで、エアコンを複数台使っている
電気代の削減を図りたい
買い替えようか迷っている

フィスやお店のエアコン

※グループ全員可、
他券併用不可
R2.6.10～6.21まで

スターバックス●

☑
☑
☑
☑

が古いままだと、効きが

【昼夜利用ＯＫ！】 会計時クーポン提示で

こんな企業主・オーナーさんは要チェック！

☎０９６
（２８５）
５８９６

●菊陽レディース
ドラッグイレブン●
クリニック
１６６

“エアコンリース”を駆使して、賢い経営を！

検索 ←

テクノエナジーシステム

ノ８、土日祝休

■鹿児島黒豚とんかつ専門店 龍之介

全店舗Pあり
● ●龍之介
（鮮ど市場と同敷地内）
●鮮ど市場
※価格は税別

テクノエナジーシステム（株）

の設置状況確認、見積も

ピソリーノ
光の森

リビング読者限定 COUPON

会計から10％オフ

※場合によっては営業時間が変更になる可能性あり

業務用空調専門会社の「安心保証リース」

り作成を。

扌

リース契約可能金額、税別30万円～。期間は最大７年間

に比べると、電気代が半

※グループ全員可、
他券・他店併用不可
R2.6.10～6.21まで

☎ 096（343）7891

額以下になることもある

会計から10％オフ

住所／北区室園町1-66（くまもと成城病院前）
営業／8:00 ～ 19:00 、不定休、Ｐあり

悪いうえ、電気代も割高

☎096（292）3433

【昼夜利用ＯＫ！】 会計時クーポン提示で

国道３号線沿い、室園交差点そば。緑の看板が目印

に…。今のうちに同社の

住／菊陽町杉並台2-11-6
営／ 11:00 ～ 23:00（22:30os）
、無休

リビング読者限定 COUPON
■ピソリーノ光の森店

時に板金塗装を依頼する

鹿児島黒豚とんかつ専門店 龍之介

20

％オフに！ こ

☎096（232）8883

販売・リース

車検本舗R3

検索←

20

と、板金塗装の料金が通

住／菊陽町杉並台2-11-6
営／ 11:00 ～ 24:00（23:00os）
、無休

※クレジットカードでの支払いＯＫ

車検本舗R3

常より

ピソリーノ光の森店

（～2000kg）6万8600円
・大型乗用車

の夏は、整備＆キレイに

パスタはもちろん、パン

ケーキとパフェが加わっ

パンケーキ

て「４つのＰ」の最強ライ

ンナップ！

フライが入った定食も人

小麦ときめ細やかなメレ

気。サイズやボリューム

（３８０円～）は北海道産

ちごに白玉あずき…同店

【八光モール】PayPay使えます

（～1500kg）5万8600円
・中型乗用車

車のトータルケアショップ

家庭用ルームエアコンを驚きの
価格で販売中。気軽に問い合わせを

10
八光モール

光の森エリアの人気店

による家計応援企画第３

弾！「ピソリーノ光の森

店」と「龍之介」の２店舗

で全メニュー通常より

％オフ。スタッフはマス

人気のソフトクリームを

を豊富に用意しているか

の口溶け…。チョコにい 「龍之介」。大ぶりな海老

使ったパフェ（３８０円

ら、男女問わず幅広い世

代から好評です。黒豚以

外のリーズナブルなとん

かつもありますよ。弁当

味しいとんかつをランチ

（７９０円～）も登場、美

や夕食でご賞味あれ。

～）もお見逃しなく。

本格派とんかつの
旨味に舌鼓…

鹿児島県産黒豚を使用

した本格とんかつ専門店

ク着用、手指消毒を徹底、 ンゲを合わせたふわふわ

席の間隔を十分に空けて

営業中です。家族でゆっ

くり楽しんでください。

「ピソリーノ」の全メニ

ューが単品でも楽しめる

ようになりました。ナポ

リピッツァ＆アルデンテ

10

「ピソリーノ」が単品注文ＯＫに！
「龍之介」の本格とんかつも人気です

※ 一部テイクアウト
不可の商品あり

ピソリーノ自慢、
「４つのＰ」を満喫

④

3万7800円

なった車でドライブを。

弁当メニューも790円～豊富に
用意。詳しくは
「とんかつ龍之
介熊本」
で検索

・軽自動車（自家用）

（～1000kg）4万8600円
・小型乗用車

納得の車検を、スムー

1580円
ぷりっぷりな大海老フライも
一緒にボリューム満点！

クーポン使用での車検料金（税込）

ズに受けられる「車検本

④大海老フライ１尾＆
黒豚ロースかつ定食

国家資格を持つ整備士

③

舗Ｒ３」。

「普通」
・
「大きめ」
の２サイズ
から選べて、女性でも嬉しい！

が常駐しているので、大

790円～

切な愛車を安心して任せ

③ロースかつ定食

ることができます。女性

龍之介

や車に詳しくない人に

鹿児島黒豚とんかつ専門店

も、丁寧に点検箇所を説

※ テイクアウトは
ピッツァのみ

②

明。クーポン使用で、さ

単品注文できるようになり
ました！ ピッツァ・パスタ
490円～、パフェやパンケー
キもメニュー豊富。詳しくは
「ピソリーノ 熊本」
で検索

扌

※税込、
1枚で1台 R2. 6.10 ～ 7.15まで

また今なら、車検と同

濃厚なクリームソースが、
大人から子どもまで人気！

軽自動車は車検3万7800円

＋ オリジナルマグカップ プレゼント

さらに現金払いで Ｔポイント３倍！
（通常100円毎に１ポイント）

＜10＞

車検

クーポン持参で

下記の通常価格から 4400円割引

らにお得に車検を。

②厚切りベーコンと濃厚
カルボナーラ 690円

リビング読者限定 COUPON
■車検本舗R3

土曜日

「車検＋板金塗装」
通常よリ ％オフ

ピソリーノの定番メニュー、
チーズとトマトの王道ピッツア

「ピソリーノ光の森店」・とんかつ専門店「龍之介」で開催

①正統派ナポリの
マルゲリータ 690円

①

家計応援 第３弾。全メニュー ％オフ！

グルメ

ピソリーノ
光の森店

2020年6月13日

●月額リース料金一例（税別）※リース料金の詳細は問合せを
金額／期間

4年

5年

6年

7年

30万円

7900円

6600円

5700円

5200円

1万900円

9500円

50万円

1万3100円

70万円

1万8300円 1万5300円 1万3300円

1万2000円

100万円

2万6100円 2万1800円 1万8900円

1万7100円

8600円

