リビング読者だけのお得を集めました！
リビング読者限定 COUPON
！
お試し

通常3500円→

1080円

五山房 壱の蔵
五山房

※売り切れの場合があるので、お早めに！

さらに、
スパイシーチキンを
１枚無料でサービス！

（株）アイ・コーポレーション
検索 ←

ます。※すべて税別
検索 ←

東洋美装

コロナ対策に
抗菌コーティング
41

ノ２０３

時～午後６時

10

ノ

営業／午前

☎０９６（２８８）７３２６

☎０８０
（２７９０）
９７３５

銀 触 媒 と 界 面 活 性 剤、 ※営業時間外は携帯番号へ

エタノールを含む、１ミ

（例）50㎡の場合の施工料金（税込）
通常8万4000円
→50％オフの場合4万2000円
→30％オフの場合5万8800円

リの１００万分の１の小

ささのナノ粒子除菌剤を

使った抗菌コーティン

グ。好評につき飲食店応

㎡の場

援プラン登場。先着５件

限定で施工面積

読者限定「飲食店応援プラン」
前回「ビルオーナープラン」好評
につき、飲食店プランが新登場！

電話受付／午前９時〜午

後６時、不定休

店舗を展開す ノ２

九州・沖縄から関東エ 住所／東区長嶺南６ノ２

リアまで

０９６（２２１）３６４２

る「アイ・コーポレーシ ☎０９６（２９５）４０４６

ョ ン 」。 プ ロ の エ ア コ ン

洗浄で残暑を快適に乗り

東洋美装（株）

R2.8.26～9.26の申込みまで

合４万２０００円。最長

フェイスブック

抗ウイルス、コロナ対策に！

それ以降は30％オフ価格で施工

50

10 年以上たったエアコンは保証の対象外となる場合
があります

掃除

先着5件のみ、
施工料金が通常の50％オフ！

５年効果が持続するから

支払いシミュレーシ
ョン、見積もり～審
査まで同社ＨＰから
OK、フェイスブッ
クもチェック→

アイ・コーポレーション

リビング読者限定

住所／中央区水前寺公園５

を一括で立て替えてくれ

肥後銀行
小峯支店

ロータス
小峯ＳＳ

熊本東部
青果市場

●

27

抗菌施工見積もり時「リビングを見た」で

実質月７００円、ぜひ。

るから、あとは毎月のリ

至戸島

☎096（368）4371

現在契約中の保険の等級

同社はリース会社７社

ース料と一緒に、分割で

を引継ぎＯＫ。リース会

と提携、いろんな商品を

支払うだけ。長期割引が

社が最初に保険料７年分

一気に比較できます。「ど

「数社回って、最後
に来店ください！」

こも同じに見えるけれ

に、保険を使用し車の修

ど、実際どこが違うの？」 適用されてお得に。さら

というささいな疑問にも

理をしても保険料はその

まま、
更新手続きも不要、

と 良 い コ ト づ く め で す。

丁寧に答えてくれます。

だから選ばれる！

故障修理の保証範囲も広

戸山横田
医院

扌

く、期間終了後の選択肢

●

熊飽自動車

1台プレゼント

※リースプラン「新★車生活」成約者に限る
R2.8.26～9.30まで

スーパー セブンイレブン
長嶺南6丁目店
キッド
●
●
228
●
●● ●

熊本東
耳鼻咽喉科
至新外 クリニック

上記特典が定員に達した後でも、
3万円相当のドライブレコーダー

充実のリース用保険

リ ー ス 専 用 保 険 な ら、 も豊富ですよ。

■熊飽自動車

切りませんか。エアコン

●下取り強化（査定金額に＋2万円）

住／東区長嶺南5-3-5
営／ 8:30 ～ 18:00、日祝休

分解洗浄は１台目５８０

（カーコーティング）施工サービス

国体道路 103
ゆめマート

０円〜、２台目以降３９

●グルメギフト進呈（5500円相当）
●３万7400円分ポリマーシーラント

●

００円〜。抗菌・消臭ア

１台目 5800 円〜
２台目以降 3900 円〜
プラズマタイプ ＋ 1000 円
お掃除機能付き ＋ 4000 円
室外機洗浄
＋ 1000 円
階段３階以上 ＋ 500 円〜
※一部地域は要出張費

※先着5人に限る

リビング読者限定 COUPON

FAX

エアコン洗浄料金

●ガソリン給油券5000円分
●3万円相当のドライブレコーダー

※上は同社ＨＰ画面イメージ、
右QRコードよりアクセス！

ースリーコートは＋２０

※フルメンテナンスプランの場合

００円。電話の他、ＨＰ

かＦＡＸでも予約ができ

最大12万5900円分！
豪華プレゼント
●7年間ガソリン5円引カード進呈

24時間365日いつでも
好きな車種や保証プラ
ンを選んでいくだけで
月々の支払シミュレー
ションがスグできる！

扌

「抗菌コート」サービス

9月末までのリース契約で

青空を感じながらドライブできる“スカイフィールトップ ”の開
放感…お出かけがもっと楽しくなりますよ。ほか、人気のス
ズキハスラーやホンダワゴンＲもあり！

住所／中央区上通町９ノ

②「室外機洗浄」1000円の注文で

検索 ←

ゆうほう自動車

今月のピックアップ車「ダイハツ 新型タフト」

クルマを選んで
毎月の支払額を
シミュレーション

エアコン洗浄２台目3900円〜

R2.8.27〜9.6まで

（株）熊飽自動車

内容（7種、3 ～ 4人前）／八虎カルビ、骨付きカ
ルビ、ブツ切りハラミ、親鳥モモ、豚バラ、大阿蘇
ウインナー、シマチョウ

内部まで徹底洗浄
プロの技で快適！

カーリース選びのプロ

12

【八虎肉盛り】通常4000円→クーポンで3500円

クリーニング

■アイ・コーポレーション
①公式アプリのダウンロードで

500円引き（税別6000円以上が対象）

家でサクッと、
リース車契約審査&見積

30

分ｏｓ）、日曜＝

時ｏｓ）、

11

11

営業／午後５時～翌０時

分（

30

（ 時

時

※税込

月々1万1000円～！ 定額マイカーリースを一気に比較

焼肉タレと特製やみ
つき唐辛子付き！

～
11

リビング読者限定 COUPON

車

検索 ←

八虎

暑い日のパーティーは

無休、Ｐなし

前回

ＢＢＱに決まり！

☎０９６
（３５９）
００２９

1本売りの明太子は贈答用にぜひ。特売の「切れ子」は
売り切れの場合があるのでお早めに！ ※イメージ

内容（9種類、3 ～4人前）／名物
厚切り牛タン、霜降り牛タン、黒
毛和牛特選カルビ、特選ロース、
八虎カルビ、栗豚バラ、鶏モモ、
大阿蘇ウインナー、ホルモン

好評で売り切れ日も続出

した、肉盛りテイクアウ

トが再登場。定番７種の

お肉が楽しめる「八虎肉

盛り」に加え、ちょっと

奮発して食べたい「贅沢

肉盛り」が新登場。お肉

の追加や野菜、キムチな

どオプションも充実で

す。事前予約がスムーズ。

みりん干し、赤酒仕込み

の佃煮など珍味も豊富。

お肉の質も量もワンランクUP ！

【贅沢肉盛り】通常5500円

八虎（はちとら）

焼肉ホルモン

扌

※１枚で2皿まで、Ｒ2.8.26～9.27まで

残暑バテに注意！
おいしく健康促進

☎０９６
（３６３）
７５３０

営業／ 午前９時～午後９時

ゆめタウン大江店

疲れがたまって食欲不

桜の馬場店（城彩苑内）

振なこの季節は、栄養豊

富な熊本めんたいで食欲

☎０９６
（３２５）
７５３０

営業 ／午前９時～午後 ６時

〔中央区大江3-2-40〕

お得な「切れ

開新高校 ●

アップ！

劇場
●

子」なら、毎日の食卓に

上 質 な 旨 さ の 秘 密 は、

ゆめタウン
大江店 ● 熊本県立

取り入れやすいですよ。

芳醇な香りの肥後地酒

調味液に１２０時間漬け

“赤酒”など、こだわりの

込んでいるから。店内に

は、甘塩天日干し干物や

合同庁舎 ●
● 白川中

通常価格より500円引き！

検索←

＜10＞

好評につき第２弾、八虎肉盛り

「八虎肉盛り」
・
「贅沢肉盛り」
どちらも

大江店・桜の馬場店

土曜日

グルメ

■八虎

食欲そそる「切れ子」
1080円

扌
※1人2パックまで 各店200パック限り ※税込
（切れ子250g）

リビング読者限定 COUPON

食品

■五山房 壱の蔵 大江店・桜の馬場店
8月28日・29日・30日・31日限定！
クーポン持参で 赤酒めんたい

2020年8月29日

飲食店プランは100㎡までの店舗が対象。100㎡を
超える場合、予算に応じたプランを提案してくれます

