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2020年9月19日

土曜日

将来の不安が安心に変わる！ 中古マンション選びはここから始めよう

女性の為の中古マンション購入セミナー











また自宅のパソコンや

中のメーカーは問わず︒

タブレットを使ったオン



ラインでの参加もできま

オンラインでの
セミナーも実施

す︒問合せの際に︑希望



に必要な書類が分からな
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マクドナルド

クーポン1枚で1つ

を伝えてください︒
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「次郎ラーメン」709円
（税込）

リビング熊本
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チャレンジしてみてください
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西日本ケイエスが今回
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別館 1F

「バラエティBOX」874円
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庄屋

R2.9.20～10.31まで

サンマルク自慢の“チョコクロ”。
お好みのチョコクロ5個選べて、お
土産にも最適です
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代行を行っています︒
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を感じてください。定食や丼もの、サ
イドメニューまで充実！

フォームから連絡を︒

きま
ではご 利 用で
※マクドナルド

ランチタイム限 定 のお 得 な パスタ
セット
（税込・979円～）をご用意致
しております！ 写真は
「ベーコンと

クーポンで
サービス！

持続化給付金や特別家

せん
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1人1セット限り。
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部除く）
一
（
店
食
飲
の
内
1625
（334）
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ナスのトマトクリームソース」

停電時にも安心な︑太陽

大戸屋

［別館 1F］

賃 給 付 金 な ど の 給 付 は︑ 住所／東区長嶺東１ノ２ノ

先着

5個

「サーモンサラダごはんセット」
1265円
（税込） ☎096（334）2015

光発電と蓄電池を組み合

５００円につき１枚使える

使える！
155000名0、無円く分
なり次第終了

ピエトロ

わせた活用方法なども教

分〜午

入で
1000円（税込）購

1セット

選べます！

サ ーモンとイクラの サラダご は ん
に、かぼすうどんをセットにした“ヘ
ルシー”な新商品です

スマートハウスステーション
（株）西日本ケイエス

えてくれます︒現在設置

営業／午前９時

後６時

ません

ンを 販 売
グルメクーポ

こんな今だからこそ、食べて元気に！ ゆめタウン
はません限定グルメクーポン販売がスタート。
リビング読者限定クーポンもぜひ利用を
［本館 1F］

定価103万9170円が66万円（税込、
工事費込、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）

ゆめタウンは

第1 弾

期間：9/20
（日）～10/31
（土）

庄屋

30

（モ
ート
別館1Ｆフードコ

グルメフェア
［別館 1F］

売電期間満了後の対策セミナー

※申込みの際に希望をヒアリングし、調整の
うえ、改めて会場と日時を連絡します

西日本ケイエス

パナソニック「ユニットバスUWⅡ」
サイズ1216 ※写真はイメージ

事務所は、肥後銀行長嶺支店前。「迅速給付を目指
します。敷金返還、未払時間外手当、相続、離婚手
続きなど広く相談に応じます」。

●セミナーは1回10組までの少人数制で
実施。オンラインセミナーも対応

リビング

～15:00
9/20（日）11：00スバーガー前）で

ゆめタウンはません

秋のくまもと応援企画

住所／合志市幾久富１７

＜ＰＲ＞

お得に
楽しむ！

入浴タイムがもっと
充実＆掃除も楽ラク

０１２０・８３・７７８９

※クロスは個別も可、希望者のみ、
税込

５８ノ２６３

1

滑りにくい床や︑体を

写真はイメージです

トイレのクロス（天井・壁・床）を
特価４万2000円で張替

預けて寛げるなごみライ

ン浴槽など︑魅力満載の

万円

パナソニックユニットバ

ス︒工事費込みで
66

検索←

セミナー

●会場では感染症対策を徹底しています

の特別価格︵脱衣所クロ

リクシルのトイレ﹁ア

ス張替え込み︶︒

メージュＺフチレス﹂は

５万７０００円︑リクシ

ル製温水洗浄便座付きで

８万６０００円︵工事費

込︑排水位置により別途

費 用 が か か る 場 合 も ︶︒

他トイレや洗面台など詳

細は問合せを︒※税込

読者限定 特典
トイレ成約時「リビングを見た」で
トイレ床クッションフロアを
特価9500円で張替 または

検索 ←

九州トータル

︵肥後銀行長嶺支店前︶

営業／午前９時〜午後５

（株）九州トータルハウジング

60

宮﨑政雄事務所

わが社の 新・生活様式対応

リクシルのトイレ「アメージュZ フチレス」も、便座付きで5万7000円とお得！

工事費込みの大特価！ パナソニックユニットバス

飲食店ほか個人事業主や

中小零細企業は幅広く対

☎ 090
（8910）
3381（澤村）

☎０９６
︵３８０︶
１９１２

セミナー申込み

時︑土日休

家賃問題の解決策︑資産

形成の一つとしても人

気︒ただし︑中古物件購

女性の為の失敗しない中古マンション購入セミナー

◦日時／9月26日
（土）※質疑応答を含む2時間程
①10:00 ～ ②14:00 ～ ③17:30 ～
◦会場／熊本市流通情報会館503研修室
（南区流通団地１-24）
ネット予約↓
◦費用／無料 ◦定員／各回先着4人

宮﨑政雄事務所

●来店での相談は１回１組の個別対応の
ため電話予約優先で実施いたします
象になる可能性あり︒﹁う

失敗しない購入の
秘訣を教えます！
入にはさまざまな問題点

良心価格・高品質なリ

に注意が必要です！

フォーム・リノベを手が

昨今︑女性が中古マン

ションを購入してリノベ

催︒物件や不動産会社の

選び方︑費用の実例など

を住宅のプロがアドバイ

ス︒ さ ら に Ｆ Ｐ を 招 き︑

購入前の資金計画︑購入

に関わる費用・税金・ロ

ーンについて説明してく

れます︵要予約︶︒

ーションをするケースが

プレゼント

※事前予約制 R2.9.26限定

ける同社がセミナーを開

ドリンク

増加しています︒老後の

読者限定 特典

給付金・補助金申請手続を代行

●電話・メール・ＨＰからの問合せフォー
ムでの相談も随時受け付けています

ちの店は対象？﹂︑﹁申請

写真は同社のリノベ物件

主催／くまもとリノベーションまちづくり協会
（中古住宅相談窓口 リノベスタ）

「リビングを見た」で
セミナーに参加すると

相談会

わが社の 新・生活様式対応

セミナーは参加無料！ 会場は熊本市内予定
感染症対策で、
日程・会場は申込後お知らせします

1 0120・38・5570 10:00〜17:00、祝日休
主催／（株）西日本ケイエス 南区江越2-22-7

