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2020年11月14日

土曜日

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

11月14日
（土）
・15日
（日）
・16日
（月）、
「今年最後の大仏壇博」inグランメッセ
お仏壇・墓石の千寿

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

11

月

スタッフ常駐で︑気軽に

︵日︶・ 日︵月︶の午前

時〜午後５時︑グランメ

相談できますよ︒

15

日
格︒﹁千寿﹂厳選︑質の高

10

日︵ 土 ︶・

16 14

い製品が並びます︒専門

約１５０基の製品を一

ッセ熊本の２階コンベン

度に見られるのは今回が

ガーデン葬説明会
も同時開催

豊 か な 緑 に 囲 ま れ た︑

高37×幅33×奥行25㎝

※仏壇の価格はすべて税別・仏具別の価格です

デン葬も︑同会場にて説

高51×幅51×奥行34㎝

明会を開催︒残り区画が

3万5000円

限定

５基

少なくなってきているの

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→

8万円

で︑検討中の人はこの機

限定

３基

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

ションホールにて﹁今年

→19万8000円

年内最後︒新年を気持ち

店頭表示価格
23万4000円

最後の大仏壇博﹂が︑開

→23万8000円

２基

催されます︒

〈メモリアルプレート〉
石種や彫刻内容を選べます

限定

店頭表示価格
37万4400円

良く迎えるためにも︑こ

限定

１基

の 機 会 を お 見 逃 し な く︒

㎝

㎝

〈内部〉

金仏壇や唐木仏壇︑コ

39

ンパクトで置き場所を選

49

仏壇を置くスペースのサ

万円

ばない家具調モダン仏壇

（税込）

イズを測って行くと◎︒ ﹁千寿﹂オリジナルのガー

48

も︑３日間限りの特別価

分譲価格
（1区画）

※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

高１３３×幅

×奥行

48

「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

×奥行

高１２０×幅
57

【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！
R2.11. 14 〜 11.16のみ

「お風呂が寒い」
「正月までにキレイにしたいなぁ」という悩み、ムラカミ電機がお得に解決

リフォームは 工事力 で選ぶと、安さ以上に良いことが！
熊本県知事建設業 許可登録 （株）
ムラカミ電機

※ポスターイメージ

今週末は
リフォーム相談会

掃除がしやすくキレイ

で温かいお風呂︑使い勝

手のいいキッチン⁝タカ

ラの良さは体感してこそ

分かるもの︒ぜひ今週末

10120-253-931

熊本県知事建設業許可
（般-25）第17445号

様々なタイプの商品を

お客様専用 相談窓口
（年中無休）

のリフォーム相談会へ︒

●エルセルモ
熊本

展示︒来場できない人は

至川尻

白山通り
●ダイキ

電話でも資料請求ＯＫで

肥後銀行● 世安

す︒エコキュートは︑ど

3

れだけお得になるかの試

（中央区世安町356-1）

●エネオス

算もしてくれますよ︒

会場／ タカラ熊本ショールーム

ニッポン
レンタカー●

タカラ ●
熊本ショールーム
至田崎

10:00 〜17:00

産業道路
白川

11月14日（土）
・15日（日）

至熊本駅

タカラを体感！ リフォーム相談会

今週末の相談会に来場して
見積依頼すると『キッチンペーパー』
プレゼント ＊電話での見積依頼も粗品進呈

至市街地

同社が自社施工にこだわる理由

﹁商品自体は安くても︑

価格﹂で提案できるから︒

断熱がオプションだった

リフォームを検討する

り︑周りの床壁工事で費

時に︑価格や値引き率ば

かりに気をとられていま

用がかさんでしまうこと

※写真のようなキッチンにする場合は、
プラス8万〜10万円前後。
工事費は据え置き

※内装工事不要の場合、
別途見積

せんか︒価格も大事です

得意技リフォーム
「最近このようなお家のご相談も
寄せられています。こんなこと
頼んでいいのかな？ というお悩
み、1カ所からでも気軽にどうぞ」

54万8000円（税込）

写真の手洗いセットは、別途4万8000円（税込）

もあります︒今まで自社

18万8000円（税込）

が︑せっかくなら丈夫で

らこそ︑商品の選び方や

施工で 年行ってきたか

総合的に考えた〝お客様

設置工事、内装工事

強い＆日常の掃除もラク

ォーム〟をしましょう︒

のためのリフォーム〟を

な〝長い目で得するリフ

ムラカミ電機では︑電

家中の困りごともおまかせ

組立工事、解体・処分、給排水・
設備工事などの 標準工事込で

（壁・天井クロス、床クッションフロア）
込で

北区龍田陳内4-20-32

ズバリ解決！

【標準セット】255㎝・吊り戸・ガス・
レンジフード、引き出しタイプ

カード
標準排水セット・撤去処分・ 一括払い
OK

10年

44

キッチン
タカラ
5セット限定 「リフィット」

Panasonic
「アラウーノS141」

せっかくするなら内装も！

保証付

提案できる自信がありま

トイレ

5台限定

気や設備︑給排水︑大工

年内のリフォームを検討中の人は、早めの相談を

工事など︑主要な工事を

！

カード
一括払い
OK

家 じ ゅ う の 相 談 Ｏ Ｋ︑

10年保証付

す﹂と村上社長︒

さらに今回は

お風呂の場合、発注から施工まで2週間前後かかるため

自社施工で行っていま

97万9000円（税込）

下 見・ 見 積 も り は 無 料︒

※現在お使いの給湯器の種類や
工事内容で金額が変わります

す︒その理由は︑材料や

標準工事費もぜんぶ込みで

まずはお電話を︒他社と

33万8000円（税込）
〜39万8000円

工事の質にこだわりなが

撤去処分・取付工事費込で

解体、産業廃棄処分、
給排水・設備・
電気工事、脱衣の内装（壁・床）、
洗面ユニットの撤去・再設置、
スイッチ・コンセント交換など、

の相見積もりもどうぞ︒

10台限定！ （HE-NS37JQS
370ℓ・フルオート）

写真のセット（浴室乾燥機・手すり
2カ所）＋組立費に、※窓は別途

ら工事代を抑えられるう

エコキュート Panasonic

色が選べます！

え に︑﹁ 良 い も の を 良 心

省エネで安心してお湯が使える特別セットを用意しました！

システムバス タカラ
〈1坪〉
3セット限定 「ミーナ」

●ドアの閉まりが悪い ●畳をフローリングに替えたい
●お湯の出が悪い
●照明が暗い

●床がきしむ

●部屋が寒い

●トイレに手すりを付けたい

●電気代が高い ●玄関戸を替えたい
● クロスのすき間が気になる

● コンセントの位置を替えたい

設備が古い＝必然的に周りの床や壁なども
古くなっています。後で気づいたり、思わぬ
追加費用がかからないよう見積もり時にご
提案し、自前ならではの低価格で行います

