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リビング読者だけのお得を集めました！

土曜日

リフォーム

リビング読者限定

合志市は最大20万円が助成

トイレリフォームの際「リビングを見た」で
トイレ床クッションフロアを
特別価格の9500円で張替
または

※希望者のみ、税込

しているので、不動産取

軽に問い合わせを。

引にまつわる人間関係や

住所／菊池郡菊陽町久保

地域密着の実績と
信頼で創立 余年

された「コンサル」。「不

田２８２５ノ３

税務処理の相談も丸ごと

動産の売買や相続の手続

営業／午前９時～午後５

まかせてＯＫ。まずは気

きが、ここなら一気に片

時、不定休

行政書士事務所が併設

付く！」と地元で評判の

☎０９６
︵２３２︶
８２０８

不動産会社です。

魅力なのは、やっぱり

皮をむいてあるから
手軽に食べられる！

みかんの甘～い旬とい

えば、秋から冬のイメー

凍にしていよいよ出荷開

本産「濃蜜小みかん」を冷

さに自然のデザートで

で、もちろん無添加。ま

みかん＂そのまま＂
なの

平均糖度

す。シャリシャリの食感

とギュッと閉じ込められ

度の甘

始！

みが凝縮された小玉サイ

ズのみを使用。

た完熟「もぎたて」の甘さ

凍ったままひと口サイ

ジですよね。でも、みか

がクセになりますよ。

今なら読者限定で送料

ん 好 き の 人 に と っ て は、 ズにザクザク切ってアイ

「冷凍 濃蜜小みかん“むいちゃった”」

1袋1990円 ※税込 1袋約500ｇ（10玉前後）
今なら2袋購入で、もう1袋プレゼント！

●送料／無料（冷凍便） ※離島
（北海道・沖縄含む）
の場合は
別途費用がかかります。詳しくは問合せを
●支払い方法／代金引換（手数料別途330円要）
※贈答用の場合振込みのみ
（手数料別途200円要）
●返品・交換／商品到着後3日以内に連絡を
（送料購入者負担）
●発送／注文確認後1週間前後。天候により前後する場合あり

※申込みは電話・FAX・ハガキのみの受付です

1 0120・932・111

受付
（9:00 ～ 20:00、日祝休）

D 0120・932・169
「リビング熊本1168」
で

「冷凍 濃蜜小みかん」を注文すると

送料無料＆
2袋購入でもう1袋プレゼント

1 0120・44・39・88

＊1LDKの平屋から2世帯住宅、
ＲＣ、店舗付住宅など幅広く対応！

※無くなり次第終了 ※R2.7.1～7.18まで

（24時間受付）

〒860-0058

↑コチラからも
注文できます

熊本市西区田崎町484
熊本大同青果「リビング熊本1168」係

FAX、ハガキでの申し込みの場合、名前
（ふりがな）
・電話番号・
〒住所・生年月日・
「冷凍みかん」
・袋数・
「リビング熊本1168係」
を明記し上記宛先まで送ってください
※個人情報は本人の同意なしに第三者へ提供されません

美と癒しのトータルスペース

今の髪に満足していますか？
繰り返すほど髪美しく。
ボリューム、流れ、艶が思いのまま！

もう一人の自分を

指先は、心まで
エレガントにしてくれる

着付＆写真

ご家族の大切な記念日を美しく華
やかに過ごしていただくために誠
心誠意お手伝いさせて頂きます

…

芸術祭 入賞店

最高の状態で残せたら

新型コロナウイルス感染拡大
防止対策に取り組んでおります

成人式・七五三
予約受付中
ヘア・メイク・着付・撮影を
トータルプロデュース

第56回

INTERNATIONAL
BEAUTY FORUM

Esthetic
美と癒しのトータルスペース
心と身体のリラクゼーション

Nail

県内 ダメージ、潤い、エイジングを
初導入 ケアする特許トリートメント
●内部を補修改善。髪を強くする成分で
ハリ・コシ UP
●髪内部は滑らかな質感をつくり、
内部の成分流出を防ぎます
●保護作用で痛みに負けない美しい髪へ

Hair＆Make

いつまでも
輝き続けて欲しいから

→2000円
税別

検索 ←

価格／

リビング読者限定

来店予約・問い合わせ

とっぺん市場

写真だけの成人式
成人式に参加しない、できなかっ
た方だけの特別プランで可愛くオ
シャレにお気に入りの写真を！
衣裳レンタル通常より50％オフ
そのほかの撮影もご相談ください

税別

くり返すほど毛穴や肌の黒ずみを解消
キメ細やかなモチモチ肌へ

※有効期限 R2.9.30

スタッフの人柄。依頼者

営業／ 10:00 ～ 18:00、
水曜休
住所／中央区南熊本3-7-10

〒862-0956
中央区水前寺公園 4-24

〒862-0963
南区出仲間 8-1-7

通常3000円~

無料、２袋買うとさらに

１５,000円～

分自然解凍し

おしゃれな部分リフォーム

至嘉島

ス 代 わ り に し て も よ し、

（手すりやスロープ、バリアフリー）

●ほかとはちょっと違う、

266

常温で約

●老後に向けて、安心な空間

ロイヤルホスト
●

13

冷凍だから保存ができるの
も嬉しい！ お子さんの夏
のデザートにもぴったり

リラックスできる空間

田崎市場にある大同青

●自然素材に囲まれた、健康的で

もう１袋プレゼント！

ハローデイ ●

JR南熊本駅

自宅用・贈り物にぜひ。

（ガレージ、映画鑑賞室、音楽室、
陶芸室、図書室など…）

30

夏でも食べたいもの。

…食べ方は色々！

●夢を叶える、
趣味に没頭する空間

果「とっぺん市場」では、 てシャーベットのように

毎年冬に人気の商品、熊

写真はすべて同社施工例です

至水前寺

●

浜線バイパス

●

● ファミリー
マート

「菊陽町、益城町、大津町、合志市をはじめ、県内全
域おまかせください！」と上原代表

とっぺん市場（熊本大同青果）

今までこんな空間を
作ってきました！

税別

通常18,000円～ ⇒

※有効期限 R2.9.30

玄ハウジング

マクドナルド
●

ウエスト

※有効期限 R2.9.30

デザインセンスがクチコミで評判！
予算内でアイデア満載のリフォーム

●Qカラーコース
（QTR＋カラー＋カット）
通常10,500円~ →8,500円～
●Qカラーカールコース
（QTRカール＋カラー＋カット）
通常14,000円→12,000円～
●QTRカールコース
（QTRカール＋カット）
通常9,500円~ →8,500円～

を組み合わせたり、使い

税別

勝手のいい収納を作るな

カット、ブロー、別料金

※有効期限 R2.9.30

限られた予算や土地の

３,000円～

ど、至れり尽くせり。欲

リビング限定 COUPON

問題を一つひとつ丁寧に

※1家族に1つ、R2.7.2 ～ 7.31まで

しかった書斎やガレー

トートバッグプレゼント！

クリアし、毎日の暮らし

ジ、シアタールーム…大

規模リノベーションまで

リフォーム相談時に
「リビングを見た」
と伝えると

GS
●
白山通り
●ガスト

30

シャリッシャリ！ 濃厚な甘さそのまま

（モザイクタイルの洗面や造作収納、
外壁、小上がり畳など）

至市街
266

検索 ←

不動産のコンサル

夏は冷凍みかん！ もぎたての甘さをギュッと閉じ込めました

食品

検索 ←

玄housing

が楽しくなる家を手掛け

多くのお客さんの要望

金関係などからプランニ

てきた玄ハウジング。

ングまで、専門スタッフ

予算や土地の問題、税

嬉 し い！」「 １ カ 所 か ら

が ト ー タ ル で 対 応。
「新

お任せできます。

でも快く、素敵なデザイ

築含め６割以上はお客様

から始めたリフォームで

ンにしてくれた」と、喜

からの紹介」というほど、

も「ここまでしてくれて

ただ設備を新しくする

まずは気軽に電話を。

仕事ぶりが評判です。

びの声が届いています。

のではなく、造作のカウ

ンターやモザイクタイル

リビング読者限定

の話を親身に聞いたうえ

同社ＨＰは
こちらから

暮らしのリフォームで毎日がおしゃれに
玄housing

で、丁寧＆迅速に対応し

66

1カ所の部分施工から丁寧に対応。大規模リノベも得意です

住まい

てくれます。弁護士や税

理士、司法書士とも連携

パナソニック﹁ユニットバスＵＷⅡ﹂
サイズ１２１６
定価１０３万９１７０円が 万円︵税込、工事費込
み、 既 存 の 浴 室 が タ イ ル 張 り の 場 合 な ど 別 途 費 用
がかかる場合あり︶ ※写真はイメージ

ている人は「住宅リフォ

ーム助成制度」を活用で

き、最大 万円の商品券

が交付されます。詳細は

20

コンサル

R2.7.1～8.31まで

システムバス、
トイレ
も工事費込みでお得

パナソニックのユニッ

分～午

問合せを。※税込

営業／午前９時

後６時

万円（脱衣所クロス張

替え込み）の大特価！

住所／合志市幾久富１７

30

トバスが、工事費込みで

リクシルのトイレ「アメ

５８ノ２６３

０１２０・８３・７７８９

写真はイメージ

ージュＺフチレス」も５

万７０００円（工事費込）

とお得。温水洗浄便座付

き な ら ８ 万 ６ ０ ０ ０ 円。

他トイレや洗面台もあり

合志市に住宅を所有し

（便器在庫わずか）。

1

66

不動産の価格査定
サービス無料！

検索 ←

九州トータルハウジング

不動産の疑問、
丸ごと解決！

「リビングを見た」で問合せすると

（株）九州トータルハウジング

トイレのクロス（天井・壁・床）を
特別価格４万2000円で張替（個別も可）

住まい

リビング読者限定

0120-87-3089

0120-78-8958

Open/9:00～19:00
定休日/毎週月曜日
（第３月・火連休）

予約優先制

Open/9:00～19:00
定休日/毎週月曜日
（第３月・火連休）

衣裳レンタルも
承ります
各種メニュー詳細は
ホームページへ

シャレム

