2020年10月17日

リビング読者だけのお得を集めました！

土曜日

リビング読者限定 COUPON
■カレーデリ 蔵ら

グルメ

ゆめタウン大江店

スパイス香る
「カツカレー」
540円

【10月15日
（木）
～21日
（水）
の7日間！】
サクサクッ！ ロースとんかつカレー

通常842円

⇒ 540円 扌

リサイクルショップ

分～午

法泉寺・やすらぎ県民霊園

検索←

アクセスが良く、
訪れやすいと評判

同園では
月１日まで

から車椅子の方も安心し

てお墓参りできます」と

住職。樹木葬なども可能。

まずは気軽に問合せを。

時～午後２時

住まい

10
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営業／月・木・土・日曜

〔東区平山町3332-2〕
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えがお健康
スタジアム

％引きに。人気
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の申込で永代使用料が通

●

やすらぎ
県民霊園

☎０９６（３８９）１１９３

熊本県民総合
運動公園
● パークドーム
入口

常から

万
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の納骨堂は、１区画（６ （電話問合せは随時可能）

万円～

万

75

体納骨可）

万～

35

円。４体納骨できる納骨

検索 ←

堂は、１区画

“暮らしリフォーム”
で毎日が楽しくなる！

円です。２・５㎡の墓石

熊本インターから約３

熊本IC

カビや汚れが目立っていた木部部分を、防虫・防カ
ビの塗料で木目をいかした仕上げに。家の顔らしく
ピカピカの玄関になりました！

セットは１００万円～。

分、明るく爽やかな霊園

の良い職人が多く、工事

で「バリアフリー設計だ

の仕上がりにも自信あ

同社は自社施工・自社

壁・屋根の塗装、屋根

り。「ここを見てほしい」

特典は先着５組のみ

の葺き替え、波板や雨ど

などの相談や見積もりは

管理でコストを削減。腕

いの交換…少しでも気に

無料、まずはお電話を。

に！

営業／午前９時～午後７時

ウィズホームでは

塗装工事に必要な足場代

住所／北区植木町舞尾５

●御船町・Ｙさん邸【玄関木部塗装】

玄housing

やすらぎ県民霊園

R2.10.14～11.1まで

145

玄housing

納骨堂（４・６体用）新規受付中

永代使用料
通常より10％引

50

旧浜線沿い、「文化堂」の紫の看板とのぼりが目印。
買取りも強化中。出張見積もり無料、気軽に電話を

墓地・墓石

「リビングを見た」で、契約をすると

検索 ←

おすすめ。女性には、味

時

30

のある家具や雑貨が揃う

営業／午前

古民具コーナーが人気。

10

リビング読者限定

ウィズホーム 植木

文化堂 田迎店

掘り出し物が多数
半額セールは必見

状態のいい家具や家

後６時、不定休、Ｐあり

〔南区田迎1-1-15〕

買取りセンター

●

東バイパス

日（土）まで

けやき通り

電、骨董品などがズラリ

月

31

０１２０・９６０・４２０

ゆめタウン
はません
浜線バイパス

旧浜線

セブン
イレブン

と並ぶ「文化堂 田迎店」 ☎０９６（２０６）１２１６

では、

７周年セールを開催中。

期間中は洋服、リメー

ク用着物、メンズ衣類が

通常の半額に（一部商品

を 除 く ）。 家 具・ 家 電 も

感 謝 価 格 で 登 場 し ま す。

平成大通り

萩原
センター
●

●

「まずは食べてみてください！」。毎月人気の「ロース
とんかつ」特売でお試しを ※写真はイメージ

南熊本駅

田迎店 ●

コスモス ●

戸建て、
マンション、RCリノベ、部分リフォームもお任せ

住まい

良い品から売れてしまう

サンリブ
くまなん
文化堂
●

（株）ウィズホーム

なる所があればこの機会

と、屋根や壁の高圧洗浄

８９ノ１

豊富な施工例
はＨＰを↓

が無料になるキャンペー

30

☎０９６（２８８）１９６５

～

15

ンを実施中。足場代は一

般的な２階建てで

万 円 な の で か な り お 得。

％値引きに。

さらにクーポン利用で通

常から
10

ので、早めのチェックが

扌

10

1

足場代無料、高圧洗浄も無料

通常の塗装料金から

10％アップ！

R2 .10.14 ～ 10. 31まで

塗装

住宅塗装を契約し、クーポン提示で

※R2.10.14～先着5組に限る

サクのトッピングとぜ

ひ。ルーのみも好評です。

リビング読者限定 COUPON

■ウィズホーム

10％値引き

ゆめタウン大江店

疲れた体にしみ渡る
コク旨 赤酒仕込み
店舗にはカレー弁当の

ほか、カレーパン（４種）

などの軽食や甘味、夕飯

肌寒い日は体がぽかぽ

か温まる、スパイスカレ

営業 ／午前９時～午後 ９時

に嬉しい惣菜も豊富。

食欲そそる香りと

ーが恋しくなりません

か？

「蔵ら」だけのあの味が、 ☎０９６（３７２）７５３０

まろやかなルーは肥後

今月もお得ですよ！

地酒「赤酒」を隠し味に、

複数の香辛料やりんごを

ブレンドした自家製。辛

さと甘さのバランスも絶

妙ですよ。揚げたてサク

住／中央区大江3-2-40
※現在テイクアウトのみ

買取率を

カレーデリ 蔵ら

7周年セール・感謝価格で！

「リビングを見た」で
買取品を持ち込むと

くらら

※1枚4個まで、
数量限定 ※税込価格

リサイクル

リビング読者限定

東
バ
イ
パ
ス

＜11＞

【新規分譲地概要】許可番号-指令（生衛）第85号 募集区画
面積、区画数／ 5000㎡、10区画（2.5㎡）・250区画（5
㎡） 園内設備／管理棟・給水所・駐車場・休憩所 宗教・
宗派・国籍問わず 経営主体／（宗）法泉寺 永代使用料
／ 2.5㎡・30万円～ 年間管理費／ 1㎡・2000円

“満室対策”アイデア等、
コスギだから手に入る情報満載

「無料でご相談を承ります」
（株）コスギ不動産 資産活用課

検索 ←

コスギ不動産

こんなお悩みありませんか？
□ なかなか空室が埋まらない［空室の悩み］
□ クレーム等、
管理が大変 ［管理の悩み］
□ 持っている土地を貸したい ［土地活用］
［売却・相続］
□ 親の家をどうしよう…
コスギはぜ～んぶ強い！
管理契約で充実サポート
●繁忙期・閑散期に
他と差をつける

界含めてイレギュラーな

染拡大により、不動産業

今年は新型コロナの感

のトラブル調整やクレー

底した管理体制。入居者

は
“至れり尽くせり”の徹

コスギが選ばれる理由

「任せて良かった」の声、続出！

状態が続いています。

☎096（366）5005

「リビングを見た」で、相談をすると

R２.10.14～11.30まで

に引き受けるのでノンス

コスギ不動産 資産活用課

リビング読者限定

プレミアムチーズケーキ
1ホール（1350円・右写真）の
“引換券”をプレゼント

「このままで大丈夫？」 ム、家賃集金なども一手

例:フォトステージング

“合成技術”で経費をかけず
WEBでのお部屋イメージをＵＰ！

「どこに相談すれば」と不

備等の提案、繁忙期・閑

媒体やチラシ等の幅広い広告活動や約150社以
上の上場企業への情報提供、ＷＥＢにも強い！

安 な 声 も 多 い こ と か ら、 トレス。好まれる付帯設

散期のキャンペーンなど

1 0120・44・39・88

コスギ不動産では、オー

来店予約・問い合わせ

他と差をつける空室対策

営業／ 10:00 ～ 18:00、
水曜休
住所／中央区南熊本3-7-10

ナーさんをはじめ、不動

（モザイクタイルの洗面や造作収納、
外壁、小上がり畳など）

…熊本密着の会社だから

●ほかとはちょっと違う、
おしゃれな部分リフォーム

産を所有している人のた

至嘉島

●満室対策のアイデアを提案

（手すりやスロープ、バリアフリー）

ロイヤルホスト
●

266
JR南熊本駅

●自然素材に囲まれた、健康的で
リラックスできる空間
●老後に向けて、安心な空間

こそ、安心です。

●

（ガレージ、映画鑑賞室、音楽室、
陶芸室、図書室など…）

集客のため、お得に新生
活を始められる独自の
キャンペーンを実施して
います。※画像はチラシ
イメージ

めに、無料で相談を受け

●

ハローデイ ●

● ファミリー
マート

浜線バイパス

玄ハウジング

マクドナルド
●

ウエスト

GS
●
白山通り
●ガスト

●夢を叶える、
趣味に没頭する空間

至水前寺

至市街
266

写真はすべて同社施工例です

賃貸管理物件 約1万7000戸 の実力＆情報網で
どんな悩みにも応えます。まずは相談窓口へ
付けています。

大規模リノベーションも

年近くのＲＣ住宅の

も得意です。実際にいま、

築

洗面やトイレ、
キッチンもアレンジ力
がすごい！ １カ所から気軽に相談◎

デザインセンスの良さ

と、家族の想いに親身に

※1家族に1つ、R2.10.15 ～ 10.31まで

全面リノベなども手掛け

トートバッグプレゼント！

応えてくれる姿勢がクチ

ているとか。対応力があ

るからこそ、様々な住ま

予算や土地の問題、税

いの相談ができますよ。

金関係などから、プラン

ニンニングまで、専門ス

リフォーム相談時に
「リビングを見た」
と伝えると

コミで評判の同社。新築

だけでなく、毎日が楽し

くなる“暮らしリフォー

ム”でも、ファンが増え

ています。

水回りも単に設備を新

しくするのではなく、造

ート。気軽に何でも相談

しやすい雰囲気も魅力で

す。まずは電話で、来店

作 カ ウ ン タ ー や 収 納 棚、 タッフがトータルでサポ

モザイクタイルのおしゃ

れなあしらいなど、ひと

工夫。１カ所からの部分

リ フ ォ ー ム は も ち ろ ん、 予約を。

リビング読者限定

50

今までこんな空間を
作ってきました！

賃貸管理レスキュー・無料で相談中

春・秋のキャンペーン
をTVCM＆WEBで
展開

E 096
（366）
3355

特典はこだわり素材で話題
の
「776チーズケーキ」

住／中央区九品寺2-6-57
営／10:00 ～ 18:00
日祝休 WEBからもＯＫ
shisankatsuyo@kosugi-f.com

