＜7＞

2020年8月1日

リビング読者だけのお得を集めました！

土曜日

夏の定番
「ロコモコ」500円！

※1枚4個まで、
数量限定 ※税別

10

QUOカード
5000円分
プレゼント

（株）今村石材工業
今村石材工業

※合祀墓の成約は除く

セット価格（＋手洗いカウンター
＋壁クロス＋床クッションフロア
＋標準工事費）※設置・処分費込

26万9000円（税別）

●トイレ単体の施工もOK

超お得 パナソニック エコキュート

戸建用システムキッチン 255㎝

23万円～ 25万円 キッチンパネル貼り別途
戸建用システムバス 1坪

31万5000円～ 37万5000円
マンション用システムキッチン255㎝

15万9000円～19万8000円
キッチンパネル貼り別途

マンション用システムバス 0.75坪

HE-NS37JQS370ℓ フルオート

25万円～ 29万8000円

商品価格＋標準工事費

【標準工事はここまでやります！】解体工事・撤去工事
・給排水配管工事・土木工事・電気工事・仕上げ工事

36万2000円（税別）

お昼に湯沸し。太陽光発電に
嬉しいソーラーチャージ機能！
コミュニケーションリモコン
＋脚部カバー付き

同社工務の堀田さん

現給湯器の種類、基礎の有無等で価格は変動します

【納骨壇】全36室（1室6体入り 間口43.6㎝×奥行
58.2 ㎝）
、価 格/1室40万 円 ～ 60万 円、管 理 費/年
2000円 【合祀墓】
価格/1体10万円
（管理費込み）
※駐車場・水道完備、経営主体/（宗）浄正寺

「水廻りラクテクパッケージプラン」
（上記掲載のバス・キッチン・洗面台）
税別
174万2000円
（キッチン・バスの工事費別途）

⇒10万円引き

R2.8.1・2相談会で「リビングを見た」と伝えて

県立総合体育館
●
ジョリーパスタ ●
市電

か ら の ア ク セ ス も 良 く、

お参りに気軽に来園でき

ます。
宗派も問いません。

リビング読者限定

本妙寺入口

トヨタ
自動車
●

パナソニック
● 杉塘
リビングショウルーム熊本

上熊本駅

施工例は←

１室６体納骨可能

万円 ～の安心価格

※税別

分～午後

見学時は自宅から現地ま

営業／午前８時

40

地震や後継者問題で墓

６時、無休、Ｐ有

30

じ ま い を 考 え て い る 人、 で送迎してくれますよ。

創業１００年を超える今

〔大津町平川字小屋1116〕

村石材が手掛ける大津の

●
JR肥後大津駅
菊陽バイパス
● 大津警察署

1

０１２０・００２・１４８

●
熊本セントラル病院

納骨壇はいかがですか？

● GS

●

本田技研
熊本工場

現地 ●

●

室

36

上質なインド産御影石

を使用。５段構造全

●

コスモス

菊池バイパス

ローソン
ゆめタウン
光の森

日本たばこ産業

杉水公園

で、最下段には永代供養

万円で入れます。

を行う合祀墓もあり、１

体
阿蘇外輪山を望む開放

的な霊園内。空港や国道
●

10

検索 ←

バス・キッチンの標準工事費目安はこちら
特価基本工事費目安

市内から車で30分の納骨壇

「リビングを見た」
で納骨壇を成約すると

案内できます」。クロス・

墓地・墓石

リビング読者限定

「事前予約で優先してご

パナソニック

超お得 アラウーノＳ141
ラクテク！

引きの特典もあり！

岱電おすすめプラン
◎大容量収納 ◎高機能水栓
◎お掃除しやすい洗面カウンター

フローリング・内窓、屋

カウンセリング→クレンジング→スクライバー
→ソニック（毛穴洗浄）→超音波マッサージ（EL
ポレーション）→美白＆保湿パック
「安心してご来店ください」 ※画像はポスター

テリアなどの相談もＯ

商品価格＋標準工事費

16万9000円（税別）

相談会では県内トップ

超お得

ラクテク！

クラスと評判の工務担当

パナソニック洗面台
シーライン750

者が常駐。誠実に丁寧に、 根・壁塗装工事、エクス

※何もつけない場合
本体価格49万4700円

Ｋ。「 コ ロ ナ 対 策 リ フ ォ

を目指します。最後に贅

感 染 症 対 策 に 配 慮 し、 ームも承っております」。

沢すぎる美白クレイマス

◎酸素美泡湯
◎カビシャット
暖房換気乾燥機
◎安心ハンドバー
◎スゴピカ保温浴槽
◎握り兼用スライドバー

岱電トラストグッドホーム

岱電おすすめプラン

検索←

「工期どおりで不備がない！」
県内トップクラスの工務力です

戸建用・1坪タイプ

日（土）・２日（日）の開催

78万6000円（税別）

人気の岱電トラスト×

ラクテク！

です。読者にはキッチン・ 見積もりや工期のことを

42％オフ

説明してくれますよ。

猛暑や強い紫外線、ベ

クで保湿力もアップ。ま

「ご安心頂けるようコロナ対策は万全です」

タつく皮脂汚れがもたら

ずは事前に予約下さい。

すのは、しみ・しわ・く

そんな肌対策にアップ

すみ・乾燥です。

ルでは、まずカウンセリ

ングで肌トラブルの原因

を明らかに。その後、よ

りレベルの高い今話題の

超音波・エレクトロポレ

ーション・スキンスクラ

イ バ ー の ３ 台 の 機 械 で、

より美しく健やかな素肌

完全予約制 ☎096
（368）
5016
営業／ 9:30 ～ 20:00
（日曜～ 18:00）
、月曜休
住所／東区長嶺南5-8-1、P8台

希望小売価格
135万6000円

万円

※完全予約制 R2.7.29～8.31まで

パナソニックバスルーム オフローラ

パナソニックのリフォー

アップル エステ メイク

◎10年ファン掃除不要ほっとくリーンフード
◎昇降ウォール ◎食洗機
◎3口IHコンロ or 3口ガスコンロ

バス・洗面をセットで成

ソニックエステ アップル

※何もつけない場合の
本体価格39万5200円

岱電おすすめプラン

約するとうれしい

しわ予防・紫外線ケアしてますか

扌

（税別）

◦ 素肌に自信をもちたい
◦ 肌がベタついて化粧崩れする
◦ ほうれい線が深く、老け顔に…
◦ キュッと締まった小顔が理想

いろいろトッピングの「ロコモコ丼」は、ボリューム
もちょうど良く女性やお子さんにおすすめ

78万7000円（税別）

ム相談会。おトクな夏フ

1000円

151万5000円

ェア（第２弾）は、８月１

お試し価格 →

パナソニックシステムキッチン ラクシーナ 255ｃｍ
48％オフ ラクテク！
希望小売価格

エステ

超音波エステ＆エレクトロポレーション
（美白＆保湿UPの泥パック付き）

ほか中身ぎっしりカレ

なお惣菜は、夕飯のちょ

ーパン（チーズなど４種）

い足しにぴったりです。

リビング読者限定 COUPON
【お試し価格】
■アップル
フルコース60分体験
通常4500円

ゆめタウン大江店

夏疲れ吹き飛ぶ！
スパイシーな旨さ

暑いからこそウマさ倍
やデリなども多彩。豊富

増「蔵ら」のカレーが今月

※現在テイクアウトのみ

営業 ／午前９時～午後 ９時

独自ブレンドの香辛料

☎０９６
︵３７２︶
７５３０

もおトクですよ。

＆隠し味の赤酒で作る自

家製ルーは、ピリ辛でま

ろやか…。りんごもたっ

ぷりで、後味は甘くフル

ーティー。まさに“食べ

ルーだけの購

る 漢 方 ”、 体 の 調 子 も 整

いそう！

入やお弁当も好評です。

このレイアウトが目印！
住／中央区大江3-2-40

くらら

扌 カレーデリ 蔵ら

リフォーム

８月１日︵土︶・２日︵日︶はリフォーム相談会。戸建てもマンションもおまかせ！

500

『蔵らカレーのロコモコ丼』
⇒
円
通常720円
選べる3種（唐揚げorアジフライorイカフライ）

夏のパナソニック水回り
﹁ラクテク﹂
フェア

グルメ

低金利リフォームクレジット、各種カード、
Ｐａｙ Ｐａｙ支払い
できます︵利用条件あり︶ ※写真はすべてイメージ

リビング読者限定 COUPON
■カレーデリ 蔵ら ゆめタウン大江店
【7月30日
（木）
～ 8月4日
（火）
の6日間】

対応の早さは責任
と信頼の証。分か
らない事は何でも
お尋ねください！

会場／パナソニックリビングショウル
ーム熊本（西区花園1-5-5）
開催／ 10:00 ～ 17:00
問／岱電トラストグッドホーム（熊本県
マンション管理組合連合会賛助会員）
第2・4土曜、
日祝休
営／9:00～18:00、
たいでんトラスト

検索←

10120・737・031

