2020年10月17日

土曜日

＜4＞

千寿恒例、３日間限りの限定特価が多数登場。高品質な仏壇が堂々 150基展示されます。人気が高まるガーデン葬説明会も同時開催

10月17日（土）
・18日（日）
・19日（月）
「
、決算還元大仏壇博」in グランメッセ
お仏壇・墓石の千寿

時〜午後５時︑グランメ

実際に見て確かめられる

１５０基の豊富な製品を

高い製品が並びます︒約

18

日
りの特別価格で登場︒﹁千

寿﹂が選りすぐった質の

10

日︵ 土 ︶・

19 17

伝統的な金・唐木仏壇やモダン仏壇等
メーカー希望小売価格から 〜 ％引

ッセ熊本の２階コンベン

のは﹁大仏壇博﹂ならで

10

月

ションホールにて﹁決算

︵日︶・ 日︵月︶の午前

還元大仏壇博﹂が︑開催

ガーデン葬説明会
も同時開催

豊 か な 緑 に 囲 ま れ た︑

デン葬も︑同会場にて説

高50×幅50×奥行33㎝

※仏壇の価格はすべて税別・仏具別の価格です

﹁千寿﹂オリジナルのガー

高45×幅32×奥行25㎝

明会を開催︒残り区画が

来場前のWEBクーポン発行
でもらえるギフトカードも。
詳しくはQRから→

店頭表示価格10万4000円

少なくなってきているの

限定

２基 →８万8000円

で︑検討中の人はこの機

店頭表示価格4万5500円

限定

３基 →３万8000円

会をお見逃しなく︒ほか︑

問合せ／千寿 清水店

10120・080・297

お墓の無料相談も受け付

を
期間限定特価
！
お見逃しなく

けています︒

イメージキャラクター
太田黒浩一さん

全72区画（１区画6.0寸骨カメ×2コ納骨可
能）、永代使用料・管理費込、所在地／東区
戸島町828-1（熊本市営斎場前）、経営主
体／法雲寺、許可番号指令（生衛）第38号

は︒当日は専門スタッフ

→19万8000円

常駐で︑疑問にも丁寧に

→21万円

〈メモリアルプレート〉
石種や彫刻内容を選べます

店頭表示価格
23万4000円

3基

当日は︑金仏壇や唐木

限定

店頭表示価格
40万3000円

されます︒

限定

１基

答えてくれますよ︒仏壇

㎝

㎝

〈内部〉

を置くスペースのサイズ

39

仏壇︑コンパクトで置き

49

場所を選ばない家具調モ

48

を測って行くと◎︒

63

ダン仏壇まで︑３日間限

万円

※コロナ対策にスタッフのマスク着用・アルコール消毒
の設置・定期的な換気・共有部分の消毒を行っています

（税込）

×奥行

48

高１３３×幅

分譲価格
（1区画）

×奥行

「千寿オリジナル」、緑豊かな公園墓地。
専門スタッフが詳しく説明します

高１３０×幅

【同時開催】ガーデン葬説明会

検索←

お仏壇の千寿

40
60

リビングく〜ぽん
お仏壇・墓石の千寿
クーポン持参で展示会に来場で

「ありがとう」
BOXティッシュ
１箱プレゼント！
R2.10. 17 〜 10.19のみ

シロアリは冬も休まない！ 365日年中無休で住宅を食べ続けます 「プラン変更、使い方相談…全部自宅で済むから大助かり！」の声多数

「バリア工法」がキャンペーン特別価格！ 自宅にいながら契約&購入！ スマホ宅配
ダスキンターミニックス

東熊本店

熊本交通運輸グループ

ネット回線や料金見直し相談も◎
法人契約なら︑さらにお得！

引きになるキャンペーン

【申込み・問合せ】

☎096
（289）3035
☎080
（1531）
9158
※SBモバイル担当（木村）直通

住所／上益城郡益城町惣領1861-3
物流センター 2階
営業／ 9:00 〜 18:00、土日祝休

宅配サービス〟があるか

ら︑わざわざ来店しなく

てＯＫ︒来店予約の手間

や︑長い待ち時間が省け

ます︒専任担当が付くか

ら︑﹁ 契 約 後 の さ さ い な

昔契約したケータイや

相談も気軽にできる﹂と

を実施中です︒

熊本交通運輸グループ

高齢のスマホユーザーに

スマートフォン⁝﹁通信

速度が遅くてイライラす

の同社では︑グループ各

の木部に散布してシロア

る ﹂﹁ 古 く て 電 池 が も た

リの侵入を防ぐ﹁バリア

な い ﹂ な ど お 悩 み な ら︑ 社の通信機器管理や携帯

寒くなっても活動をや

工法﹂が︑特別価格で施

法人契約の場合は︑さ

めないシロアリ︒冬は地

工できます︒安全性に配

も好評なんだそう︒

下をつたって家屋に迫り

慮した︑ニオイの少ない

電話ショップ運営で培っ

ます︒放っておくと倒壊

薬剤を使用︒作業はすべ

今こそ買い替えチャン

の危険があるだけでな

て同社スタッフが丁寧に

らにお得な割引あり︒ま

く︑近隣のお家に被害が

対応してくれるから安心

た ノ ウ ハ ウ を 生 か し て︑

広がることも︒冬になる

です︒まずは気軽に電話

同社では３Ｇスマ

からと油断は禁物︑今こ

シロアリは冬の間も油断禁物︒
見積もりや被害調査は無料です

そ〝予防施工〟
でシロアリ

相談を︒

営業／午前９時〜午後６時

対策を行いましょう！

住所／上益城郡益城町惣

シロアリ対策の実績豊

富な同社では︑ただ今お

☎０９６︵２８９︶６４００

領１８６１ノ３ノ２階

Ｒ2.10.14 〜 10.31まで

得なキャンペーンを実施

ダスキン台所用スポンジ
1個プレゼント！

中︒薬剤を直接床下や家

実際にシロアリ被害が悪
化した家

お得!!
「リビングを見た」
で
施工料金見積もりを依頼すると

同社オススメのバリア工法は、薬剤の効果が約５年間も持続。シロアリの
侵入を防いでくれます。見積もり無料、まずはシロアリ被害の無料診断を

ス！

※先着30人限定、税込
●バリア工法とは…家屋の木部や壁に穴
をあけ薬剤を直接注入、さらに床下の土
壌部に薬剤を散布してシロアリの侵入を
シャットアウトします。安全性が高くニ
オイも少ない薬剤なので安心です

ずは気軽に問合せを︒

一律11万円に！

最適な商品・料金プラン

1階床面積約20坪（66㎡）まで
通常16万3350円が

を提案︒しかも〝スマホ

バリア工法安心プラン

ホ・ケータイからの買い

秋の特別料金キャンペーン

替えで︑新機種が大幅値

【10月末まで】シロアリ事前予防

KMKコーポレーション（株）

専門スタッフが直接自宅にお届け！
個人はもちろん法人契約もおまかせ
3Gケータイ・3Gスマートフォンの買い替えで

対象スマホが特別に大幅値引き！
※対象機種や割引率など詳しくはスタッフまで問合せを

①専門スタッフがアドバイス
おすすめ機種や料金プランについて
説明。新プランや学割の案内やイン
ターネット回線の相談もOK。詳しく
聞きたい人には自宅訪問も可能です

②スタッフが直接訪問して手続き完了
携帯電話を直接自宅にお届け、その場
で対面契約。すぐ利用できるように、
初期設定までしてくれます

