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

塗装

■HOMIES（ホーミーズ）

見積もり価格から

10％オフ扌

（足場代・高圧洗浄込み）
R2.10.10までの見積もり・成約に限る

検索←

ギフトやご褒美に
オーダーメイドも
机に当たらないのも魅力

※感染予防のため、来店は事前予約を
住/東区月出2-2-53グラン月出101
●詳しい商品紹介はホームページで⇒

13

食限定

どちらもフルーツてんこ盛りで食べ応え満点！ おやつ
はもちろん、ダイエット中のランチにも最適です

ゆめタウン光の森まで車で約 分
菊陽町花立、分譲地も販売中！

話を重ねて実現したセミ

12

ミサワホーム九州

来場特典

ミッフィーグッズ
プレゼント！
※写真はイメージ

ロッキー
スーパーストア
新地店
●
スーパーミカエル
九
新地店
●
● 州自
動
新地
車
新地
北 交番
道
バ
団地
アタックス
イ ●
菊陽店
パ
ス
サンリブ
● 清水店
はるやま ●
清水新地
● DAISO 野球場
至

福

岡

●

●

至

拡大

ロッキー
スーパー
ストア
新地店
●

池

調整

至現地

八

代

寿ハイツ
●

【マップコード：29 675 620*7】

物件概要【共通】■菊陽町花立２丁目分譲地 ■所在地/菊池郡菊陽町花立２-4185-10他 ■総区画
数/6区画 ■地目/宅地 ■交通/電鉄バス「武蔵ヶ丘北口バス」停徒歩19分 ■用途地域/第1種中高層
住居専用地域 ■取引態様/売主 【モデルハウス】■今回販売棟数/ １棟（3号地モデルハウス）■販売
価格/4120万円 ■土地面積/184.28㎡（55.74坪）■建物面積/110.95㎡（33.56坪）■完成時
期/令和元年7月 【分譲地】■今回販売区画数/1区画 ■販売価格/804万円 ■土地面積/164.25
㎡（49.68坪）■建ぺい率60%/容積率150% ■都市計画/市街化 ※建築条件付宅地とは、土地
売買契約後３カ月以内に、ミサワホーム九州株式会社と建築請負契約を締結することを条件に販売。
この期間内に住宅を建築しないことが確定した時、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合
は、土地売買契約は無効となり、受領された金額は全額無利息にて返却
■建設業許可：国土交通大臣許可（特-30）第16925号 ■宅建業免許：国土交通大臣（5）第5560号・
(公社)宅地建物取引業協会会員 ・(一社)不動産公正取引協議会加盟

リビング読者限定
「リビングを見た」で
見学会を事前予約すると

JCBギフトカード
1000円分プレゼント！

熊本支店

1万6600円

オ ー ダ ー の 造 作 も 必 見。

2万5700円 2万1500円 1万8700円

今週末は、菊陽町花立

100万円

奥さんこだわりの洗面化

1万1700円

で「ミサワホーム」
の家具

1万8000円 1万5100円 1万3100円

粧台には、身支度が楽し

70万円

付モデルハウス販売会＆

8300円

くなる工夫が詰まってい

9400円

完成見学会が開催です。

1万800円

ます。お見逃しなく！

1万2900円

モデルハウスは、天井

50万円

施主夫婦のこだわり
が詰まった完成見学
会も開催！ 2棟見ら
れる貴重な機会です

高２・７ｍの開放的なリ

5000円

分譲地も限定１区画販売中！ 見学ＯＫ
土地を探している人もぜひ来場を

ビ ン グ に 広 々 キ ッ チ ン、

5700円

大収納
「蔵」など、同社な

6500円

家具付モデルハウス販売会&完成見学会

場所／菊陽町花立２丁目（地図参照）
※当日は会場付近にのぼりを設置

至光の森
尚絅大学
武蔵ヶ丘
キャン パス
コスモス
に じのもり店

7800円

らではの魅力がぎゅっと

30万円

凝縮。モダンな雰囲気に

7年

合う上質な家具家電付き

6年

菊陽町は子育て世代に

5年

で、即入居も可能です。

4年

人気のエリア。マイホー

金額／期間

ムを検討中ならぜひ一度

●業務用空調リース月額料金一例（税別）※詳細は問合せを

完成見学会では、書斎

①突発的故障なら修理費が無料
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リース代は経費で処理（税理士、会計士に相談を）

見ておきたい物件です。

アップ。耐震構造も強化

30

9/12（土）
・13（日）10:00 ～ 17:00

熊本
電鉄

され、災害時の備えとし

パワフルな給湯性能で毎日快適！
各メーカー家庭用エアコンも販売

業務用のエアコンリー

家庭用ルームエアコン

スを手掛ける「テクノエ

は、人気のダイキンや日

ナジーシステム」。実は、 ても優秀ですよ。

エコキュートや家庭用エ

立、三菱など各種メーカ

ー品を幅広く取りそろ

アコンも「安く買える」と

スタッフ一押しのダイ

好評なんです！

現地調査は無料なので気

キ ン 製 エ コ キ ュ ー ト は、 え。見積もりや設置前の

※先着30人限定

従来品に比べて給湯圧力

【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

軽に問合せを。

ぴちょんくんグッズプレゼント

や沸き増し能力が格段に

見積もり依頼・成約時に「リビングを見た」で

“エアコンリース”を駆使して、賢い経営を！

万円～

要がなく、毎月の支払い

を経費で落とせるのもう

賃貸住宅のオーナーさ

れしいポイントです。

ん向けにルームエアコン

のリースも可能ですよ。

リビング読者限定

業務用空調機リース税別
最大７年間契約可能です

企業主さんで、空調機

の買い替えに悩んでいる

人は空調機リースの検討

を。省エネ・環境性に優

れた、ダイキン「ファイ

ブスタージアス」が月々

分

営業／午前９時～午後５

時

住所／東区尾ノ上１ノ

45

定額でリースできます。

時間いつでもダ

☎０９６
（２８５）
５８９６

ノ８、土日祝休

43

突発的故障なら修理は

無料、

イキンが対応。まとまっ

た購入資金を準備する必

24

検索 ←

テクノエナジーシステム

やウォークスルークロー

テクノエナジーシステム（株）

ゼットなど、施主との対

ダイキン製エコキュートで省エネ生活！

日・ 日の２日間限定。モデルハウス販売会＆セミオーダー実例の完成見学会！

12

20

業務用エアコンリースは税別30万円～、最大7年契約可能

９月

住まい

モデルハウスでは、ミサワの代名詞「蔵」のある
暮らしを体感できます
モデルハウス外観

販売・リース

「ミサワホーム」の家づくり、２棟同時に見学できます

です。虹を閉じ込めたよ

う な 神 秘 的 な 天 然 石 も、

ＨＰで見てみて下さい。

催。楽天市場店は同日深

持ち主を守り、運気を

夜２時まで、お急ぎを！

日までセール開

して、古来より親しまれ

９月

てきた天然石。同店では

本店／正午～午後６時

上げるパワーストーンと

ワイヤーラッピングのネ

ッ ク レ ス・ ペ ン ダ ン ト、

☎096
（285）7716 ※日祝店休

１日それぞれ

での提供。イートインは

☎096（288）0086

繊細なマクラメ編みも人気

11

24

!?
もちろん、テイクアウト

●アオラニ パーラー
住所／中央区上林町3-36
（並木坂ローソンななめ前）

暑い日必須、“食べる
点滴”
スイーツ

☎096（245）7688

も可能。事前予約をする

とスムーズです。

●アオラニ ダイナー
住所／中央区下通1-12-28（コア21隣）

美容に敏感なオシャレ

女子に、今こそ食べてほ

しいのが「アオラニ」のピ

タヤボウル。ドラゴンフ

ルーツピュレにグラノー

ラがザックザク。カリウ

ムやミネラル、ビタミン

豊富で美容にも健康にも

良いこと満載な、罪悪感

ゼロ系最強スイーツで

す。根強い人気のアサイ

ーボウルも美味ですよ。

両店営業／11:00 ～18:00、不定休

検索 ←

熊本

ピアスなどの手作り天然

アオラニ

石アクセや、丸玉を豊富

Ｒ2.9.9 ～ 10.31まで

秋のおすすめは、上質

半額の490円！ 扌 Aolani（アオラニ）

に販売しています。

最強美容スイーツが半額に！

通常980円→
※税込

Lapinas(ラピナス) 本店・楽天市場店

︻モデルハウス︼
ＬＤＫ＋くつろぎの畳コーナーで広々 畳！

グルメ

「アサイーボウル」
と
「ピタヤボウル」

Lapis-lazuli（合）天然石・オリジナルアクセサリーのお店

天然石さざれ
な鹿革の革紐×天然石の

リビング読者限定 COUPON
■アオラニダイナー・アオラニパーラー
クーポン持参か予約時「リビングを見た」で

種類が選べる

R2.9.9 ～数量限定

（税別）
ハイグレード塗料30坪48万円～
・安心の最長10年保証
・リフォームローン最大180回までOK
住/西区田崎1-5-113 営/9:00 ～ 17:00、日曜休

＜18＞

心安らぐ
“天然石”
アクセサリー

天然石を購入時（楽天市場店の場合は備考に
「リビングを見た」と書いた人に）プレゼント

ブレス。作業の時、石が

年、３０

30

の心配がなく、二次業者

熊本で創業

※ ア ステックペ イント施 工 実 績®加
盟店部門 2020年4/1～ 5/30実績

藤本塗装

※

への仲介料も不要です。

００棟以上の実績あり。

1

ホーミーズ

熊本県 第１位の
施工実績です

“キレイ”
“長もち”
“低

０１２０・９６７・７４７

％

料金”な塗装を叶える同

社が、見積もりから

オフの特別サービス！

こだわりは、高級塗料

と職人の腕。耐久性が命

のマンション塗装も任さ

れる同社は、塗料の一括

仕入れが可能。豊富な種

類の塗料を割安に案内で

きるんです。職人は全員

が自社社員。手抜き工事

10

HOMIES（ホーミーズ）Paint Renovation

土曜日

雑貨

リビング読者限定

丁寧・高品質でうれしい低料金

【秋は塗り替えのベストシーズン！】
「リビングを見た」で塗装依頼をすると

2020年9月12日

【見学会予約/問合せ】
ミサワホーム九州 熊本支店

1 0120・354・330

住／南区馬渡2-9-16
営／ 9:00 ～ 18:00、火・水曜休
ミサワホーム九州

検索 ←

※３密回避のため、見学会は
必ず事前予約、マスク着用を

