2020年9月19日

土曜日

＜2＞

繊細な柄と美しい高品質染めが良質廉価。日本製綿100％で化繊が苦手な人にも 「生姜がこんなに合うなんて！」箸が止まらない、感 動の味わいです

リバティ 2020秋冬限定柄のウエアが人気！

絶品誕生！「あさり生姜」が特別価格324円

FABRIC'S（ファブリックス）

珍味

京塚本店・上熊本店・サクラマチ店

古じょう庵

検索←
大粒あさりを形が崩れないよう絶
妙な加減で炊き上げ ※イメージ

辛く炊いた生姜のおいし

さ が 絶 妙︒ 毎 日 の 食 卓︑

電話注文は京塚本店

おにぎりやお弁当にも重

へ︒５パック購入で︑自

生姜の風味と食感
やみつきな逸品！

炊きたて白ごはんがどん

宅配達が無料です︵熊本

新 米 が お い し い 季 節︒ 宝できます︒

各店１００パッ

どん進む〝あさり生姜〟が

誕生！

リフォームの秋、到来。９月19日
（土）
・20日
（日）
相談会開催

市内１カ所のみ︶
︒※税込

分〜午

3店舗同時開催！
【京塚本店】
☎096
（381）6508
住/東区京塚本町7-3
【JR上熊本店】
☎096
（351）6508
【サクラマチ店】B1F
☎096
（328）
6508

ク限定で︑通常４８０円

が特別価格３２４円です

︵１人３パックまで︶︒

やわらかく炊いたあさ

左／リバティプリントワンピース…9800円
中／バンドカラーブラウス…………7800円
右／スタンドカラーシャツ…………8300円

りに︑薄く輪切りにした

30

生姜ときくらげをあわせ

綿100％日本製 2020秋冬リバティウエア ※税別

時

10

古じょう庵
た︑甘めの佃煮︒シャリ

シャリと食感豊かで︑甘

営業／午前

R2.9.16 ～ 9.27まで

後７時︵金・土曜は７時

薄手超長綿フェイスタオル
1枚プレゼント！

上品なドレープ感と

同店人気の

シルクの様な肌触り

5000円（税別）以上購入で

30

分閉店︶︑無休

☎０９６
︵３２２︶
５２５２

７ グランガーデン１階

FABRIC'S（ファブリックス）

秋 冬 限 定 柄 が 入 荷 し︑ 住所／中央区城東町４ノ

上品な光沢感

リバティプリントがさら

に充実！

となめらかな手触りのタ

ナローン生地は︑綿の細

番手の糸を高密度に織り

上げているので︑柔らか

く着心地抜群︒シワにな

りにくく自宅でも洗濯

可︒リピーターも多数︒

※２０００円以上の購入

で駐車料金を現金還元

読者限定 COUPON

検索 ←

ファブリックス

読者限定 COUPON
古じょう庵

京塚本店・上熊本店・サクラマチ店

新商品「あさり生姜」（120ｇ）

通常480円⇒324円！※税込

5パックまで購入OK！

※1枚で1人利用可、
コピー不可

R2.9.16 ～ 9.23まで

2000件以上の相談に対応してきた、住宅のプロが本気で教えます

今週土日、
トクラスで相談会。特典付き！「今、家を買って大丈夫？」答えは勉強会で
TANAKA

いけど︑今は何かと不安

﹁マイホームは建てた

から︑幅広い視点でアド

ＦＰの知識や自身の経験

の 想 い を 徹 底 サ ポ ー ト︒

迎︒知って得する住宅ロ

【問】☎096
（200）
5068
※価格はすべて税別

●受付／① 10:00 〜 ② 11:00 〜 ③ 13:00 〜
④ 14:00 〜 ⑤ 15:00 〜 ⑥ 16:00 〜
※１回 60 分（複数回参加可能）
●会場／同社店舗 ※オンラインでも参加 OK！

※ほか家づくりに役立つ無料セミナーを
多数予定、詳しくは同社 HP をチェック

おうちの買い方
相談室くまもと

「リビングを見た」
で予約すると
【先着10組限定】

ブロッサムビル水前寺2階

amazonギフトカード
1000円分プレゼント！

※参加当日のお渡し

R2.9.19～9.22まで

競輪場通り
●
リコデンタル
クリニック
水前寺
競技場

●

●
ハルピン

57

〒
上水前寺
郵便局

住／中央区水前寺4-52-48-2階
営／ 10:00 〜 18:00、月曜休

1 0120・74・7105

同 社 のLINE公 式 ア
カウントも始動！ セ
ミナー情報など随時
発信しています。
←登録はこちらから

熊工●

新しい生活様式に沿って、セミナー動画をWEBで公開！

もっと知りたい！ 乳がんのコト

～ 正しい知識・最新の知識 ～

共催／熊本リビング新聞社・エーザイ
（株）

いただき、最 新の治療法や検 診の重要性など幅広い情 報をお届けしてきました。
今 回は 新 型コロナウイルス感 染 拡 大 防止のため 、動 画 配 信スタイルで セミナー
を実 施いたします。

西村 令喜 先生
講演 1

●実施日／ 9 月19 日
（土）～ 22 日（祝・火）

参加予約は右 QR コードか電話で

過去3回の「乳がん市民公開講座」では、熊本で活躍する専門医・先生方にご協力

くまもと森 都総合病院 院長

本気で教える家づくり勉強会

●しゃぶ葉

【TANAKA】営／９:00 〜 18:00

【参加無料】マイホームから住宅ローンのことまで

※必要な場合は予約時に伝えてください

女性のがんの中で最も発症率が高く、9人に1人がかかるとも言われる「乳がん」。

コーディネーター・
質問ディスカッションコーナー担当

る人はぜひ問合せを︒

ショールーム紹介動画 →

検索←

キッズスペース完備！
勉強会後の個別相談も可能

読者限定 特典

会場／トクラス熊本ショールーム
（南区幸田1-7-19）
時間／10:00 〜 17:00

おうちの買い方相談室

さん︒少しでも悩みがあ

で⁝﹂という人こそ︑同

バイスしてくれます︒

ーンの賢い借り方や補助

住宅ローンの賢い
借り方も学べます！

社の勉強会に参加して！

﹁家づくりは初動が大

資金面の相談も大歓

ＴＫＵ﹁住まいランド﹂の

田井島 ●
交差点

洋服の青山

乳がん
市民公開講座

熊本中央病院

リビング
医療セミナー

●

旧浜線

R２.９.19・20の２日間限り

浜線バイパス

流通団地
入口

(風呂)音響システム無料

●●●

東バイパス

トクラス
熊本ショールーム

②システムバスを購入した先着3人に

浮池歯科

キッチングッズ プレゼント

至近見

「リビングを見た」で、①見積もり依頼すると

平成とうや
病院

平成大通り

読者限定 特典

金の活用など︑ＦＰだか

プラス５万円で
交換工事（処分込み）
・クロス工事・
クッションフロアシート張替

事︒最初に知識をつける

※限定３台

ことで︑周りに流される

8万9990円

本体価格

住宅購入相談窓口でもあ

納得のいく素敵なリフォームをお約束します

（Sシリーズ）

住宅会社でも金融会社で
もない
﹁第三者目線﹂
かつ住
宅性能やローンに強いＦ
Ｐの視点で説明します

「アラウーノ」
●パナソニック

る﹁おうちの買い方相談

脱衣所の壁一面クロス＆クッションフロアシート

そのほか諸経費は別途

らこそ教えられる裏ワザ

●システムバス購入で……

が満載︒こうご期待！

39万5000円

ことなく家づくりが進め

カウンター or 背面クロス

られます﹂と代表の万江

●システムキッチン購入で……

（1616）

室くまもと﹂では︑マイ

張替 無料サービス！

「エブリィ」

施工例など詳細↓

ホームを購入したい家族
を生かしたデザイン性の

高さとこだわりの素材が

オススメは﹁Ｂｂ﹂︒洗

は︑どんな部屋にもピッ

特徴です︒

タリ︒実際に見て確かめ

この秋﹁運命を変え
るリフォーム﹂
を

やる気あふれる職人がそ

てほしい︑美しさと機能

10

丁 寧 で 誠 実 な 対 応 と︑ 練されたシンプルな設計

ろう﹁ＴＡＮＡＫＡ﹂が９

性を兼ね備えたキッチン

時〜

20

日午前

です︒

日・

午後５時﹁トクラス熊本

月

ショールーム﹂でリフォ

無料︒一生忘れない︑ワ

予約は不要︑見積もり

﹁トクラス﹂は︑ピアノ

19

内装のプロだからこそできる！ 購入特典

●システムバス

本体価格 通常91万8000円 →

ーム相談会を開催︒

そのほか諸経費は別途

クワクするリフォーム

を︑この機会にぜひ！

●システムキッチン
「Bb」（2550）
本体価格 通常74万5100円 → 33万5000円

で有名な﹁ヤマハ﹂が手掛

ける会社︒そのノウハウ

TANAKAおすすめ！ 目玉商品

おうちの買い方相談室くまもと

検索 ←

総合内装業 TANAKA

﹁
〝説得〟
される家づくり︑ではなく
〝納得〟
した家づくり︑が大切です﹂

（株）総合内装業

乳がん診療 最新情報

講演 3

くまもと森都総合病院 乳腺センター

くまもと森都総合病院 病理診断科

大佐古 智文 先生

遺伝カウンセリングって
講演 2 どんなこと？
熊本大学医学部 保健学科

柊中 智恵子 先生

がんの性格を知る
- コンパニオン診断 有馬 信之 先生

講演 4

乳がん治療を支える
チーム医療
くまもと森都総合病院 薬剤部

同セミナーおよび動画配信に関しての問い合わせ

森岡 淳子 先生

熊本リビング 新聞社 ☎096 -359-3311

セミナー動画の視聴はコチラ
各講演とも15～20分程に
ポイントを絞ってご紹介しています
動画なら好きな時間に
何度も見直すことができます
PC・スマホ・タブレットで視聴可能

9/19土
動画公開

10/31まで
閲覧できます

「乳がん市民公開講座」は右の
ＱＲコード又は「リビング 熊本」で
検索し、HPのバナーよりアクセス
講演後の「質問ディスカッション」
コーナーでは
皆さんから事前にいただいていた質問にもお答えしています！
＊妊 娠することで 、乳がんリスクは高まる？
＊年齢と乳がんの関 係は？
若い人と高齢の人ではどう違うのですか？ … など
月～金9:30～18:30、土曜～12:00、
日祝休

