2020年11月14日
役 立 つ 、助かる、楽しい

あなたのための得情報

リビング熊本

検索

求人広告

※広告内の価格表記は税込みです。

ゴミ処理＆引越（赤帽）の事なら！
早い・安い1０１２０-９６９-５３８
HP検索は「KK環境サービス」で！

ピアノ即高価現金買取！
古くても45年位前までOK。見積無料
九州ピアノ 10120‑677‑250

【求人の表記】

引 越 し

ゴ ミ 処 理 ・ 掃 除

買 取 り

引越･片付け･清掃･不用品･ゴミ処分
家具移動・エアコン・全国チェーン
ベンリー熊本健軍店10120‑85‑5439

※締切は掲載号前々週の金曜17時です
（金曜が祝日の場合は、掲載週の前々週の木曜日）。

パ …パート

地 …勤務地

時 …勤務時間

掲載料金はホームページへ
熊本リビング新聞社
リビング熊本 検索
☎096-359-3311

給 …給与

ガソリンスタンド店舗スタッフ大募集

①フリーターさん ②学生アルバイトさん
③事務監視員さん ④深夜スタッフさん

〈勤務先一覧〉

地 右記参照

最寄りの店舗に直接
お問い合わせください

時 ①週3～4日、
5時間/日からOK
第０８R−２８号

イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

リ フ ォ ー ム

リホームサービスネット
お家の修理修繕でお困りの方、お気
軽にお電話を！ 10120‑008‑120

処分したい車高価買い取り！どんな
車もOK!(廃車手続き･レッカー無料)
オートセラー ☎096‑389‑6603

手作り料理が人気です！
プロにお任せ お気軽にご相談下さい
家事サポートきれい熊本店
☎080‑5267‑9228

Dr.Drive尾ノ上SS
（セルフ）
②週1日以上、3時間からOK
☎096-213-6556
③週2～3日、4時間/日からOK
Dr.Drive世安SS
※日にちと時間は応相談
☎096-362-3400
④週2～3日以上、21時～8時
Dr.DriveエネオスセブンTATSUDA（セルフ）
（要普通免許）免許なし900円
給 ①950円
10120-723-308
②大学生・専門学生930円（要普通免許）
Dr.Drive松橋SS
（セルフ）
高校生・免許なし880円
☎0964-32-3265
③850円 ④1130円（深夜手当・特別手当込）

第RH ０４−０１号

買 取 り

Dr.Drive小峯SS
（セルフ）
☎096-368-6624

元気で明るい人がバリバリ働いています！

月
日︵土︶・ 日︵日︶開催︒予約優先なので︑
電話・ＨＰまたはＱＲコードで申込を

を快適にしてくれる製品

入れ楽々︑毎日の暮らし

●マスク着用、
来場時の手指消毒をお願い致します
●３密を回避するため、一日の来場者数を
限定してご案内致します
●予約優先、
10:00〜、
13:00〜、
15:00 〜
に分けて、ご案内致します

スマホは
こちらから！

住宅リフォーム事業者団体登録店
国土交通省が定めた要件を満た
し、安全・安心なリフォームを
行っています（ロゴイメージ）

今ある窓
（外窓）
※断熱対策に・
「真空ガラス スペーシア」
も展示します

わが社の フェアの新・生活様式対応

アイズリフォーム

２日間・各５台限定で特

が そ ろ い ま す︒ さ ら に︑

営業／10:00 〜 18:00、水曜祝日休 住所／東区錦ケ丘28-17
宅地建物取引業／国土交通大臣（1）第9190号

1800×1800
ペアガラス
今ある窓（外窓） ８万5000円
（工事費込・税別）
＋内窓

TSUTAYA ●
平成駅
サンリブシティ
くまなん
平成さくら通り

琴平通り

会場／
TOTO
TOTO熊本
ショールーム

●

● ●
公園

（367）
0203
☎096

別価格︒バスは︑床・壁・

●見学会来場は随時受付（予約不要）、来客用駐車場あり
問合せ／ユーミーコーポレーション（株） 熊本支店

11/13（金）
までに電話・または
右のQRコードで、
事前予約を！

平成大通り

〔東区尾ノ上2-5-16〕

15

「アイズリフォーム 新着情報」で
検索で、商品詳細もチェックでき
ます。問合せ・見積りは無料です

YKK AP
内窓
プラマードU
取付け
カンタン

14

混雑を防ぐため、フェア来場は予約優先です！

※工事費の目安（２万５000円〜）

②断熱窓 かんたんマドリモ

ワンランク上︑オプション込み
の水回り設備が特別価格に！

●尾ノ上小

コロナ対策で注目が集ま

15万3000円

25万
200円が

天井の断熱材もセットで

15 万円(税別)

25万6200円が

【手洗いあり】メーカー希望価格

月 日︵土︶
・ 日︵日︶
︑ 寒さが本格化する前にぜ

【手洗いなし】メーカー希望価格

住まいのリフォームを

【トイレ】
「しっかり洗浄」で掃除しやすい
GG（ウォシュレット一体型）

るタッチレス水栓も展

※工事費の目安（2万5000円〜）

ひチェックしておきたい

12万7000 円

一歩先の快適リフォーム

商品価格

23万7700円が

示︒ぜひショールームで

サクア（750mm）

製品を体感して下さい︒

【洗面台】家事も身支度
もキレイに楽しく！

︵税別︶

旧三菱引込

(税別)
万円

※工事費の目安
（18〜20万円）

線
●
辛辛麺
サンパールハイム
●
カットイン
ピエール

●

66

内 容︒ ほ か︑ キ ッ チ ン・

101万
2000円が

清川歯科

● 現地

(税別)
万円

︵税別︶

ローソン●

至競輪場
通り

228 比企
●病院

78

【食洗器なし】メーカー希望価格

放感ある対面キッチン

で︑家族とのコミュニケ

ーションがとりやすいの

水回りリフォームはもち

も魅力です︒

ろん︑３ＬＤＫの部屋を

東 区 尾 ノ 上 の 物 件 は︑

親子で広々暮らせる３Ｌ

南区砂原町のお部屋は

ＤＫ︒水回りからフロー

畳の広々リビングダイ

２ Ｌ Ｄ Ｋ に 間 取 り 変 更︒

賃貸のお部屋探しはユーミーネット︒
新築さながらの豪華さ︑驚きです！

賃貸マンション全国実

績６８００棟を誇る同社

が︑細部までこだわりぬ

119万
1800円が

11

洗面台・トイレも︑お手

【食洗器あり】メーカー希望価格

人気のＴＯＴＯ製品が

クラッソI型（2550mm）

リング︑建具︑玄関ドア

まですべて一新︒高級感

※数量限定、なくなり次第終了
R２.11.14・15の２日間限り

いて大幅リノベーション

ニングで︑心置きなく寛

「リビングを見た」で来場すると

(税別)

【キッチン】10年間お掃除不要のレンジフード、
人工大理石カウンターでお手入れ楽々。キレイ除菌水付

●東区尾ノ上 サンパールハイム

読者限定 特典

クオカード1000円分
プレゼント

21

47万円

※工事費の目安（30〜40万円）

検索 ←

した賃貸マンション２部

ただようクロスで︑洗練

げますよ︒

入居可能物件多数
まずは問合せを

少しでも興味が湧いた

ら︑まずは見学会へ︒県

内でも多数の物件を扱う

物件に負けない︑新しさ

とオシャレさを兼ね備え

たお部屋も紹介してもら

えます︒
気軽に問合せを︒

﹁ユーミー﹂なら︑この２

アルファ
●全室洋室へリフォーム、水回りもす ヤマザキ
ロメオ
●
●
51
熊本港線
べて新品に
土井内科●
●
アクア
●水回りが一所にまとまり、家事がし
●
● 現地 ● ドーム
ホワイト
やすい生活動線
マルエイ 飽田東小
急便 ファミマ ハイツ砂原
●家族とのコミュニケーションが取り
●
●
やすい対面式キッチン
クワタ電機
●アクアドームまで車で約5分！
〔南区砂原町444-1〕
お子さんの遊び場も充実しています

された雰囲気を演出︒開

デイリー

白川

屋︒ついに今週末お披露

目です！

【見どころPoint！】

120万1400円が

年間約３２０件行う﹁ア

相談できます﹂との声も︒

メーカー希望価格

フェアを開催！

見積もり無料です︒

●南区砂原町 マルエイハイツ砂原

株式会社 エムロード
中央区本山4-3-7 ☎096-352-8177

イズリフォーム﹂がＴＯ

シーズン︒今年は家の中

住所／菊池郡大津町室１

ユーミーコーポレーション（株）

Dr.Drive菊南SS
（セルフ） Dr.Drive菊陽SS
（セルフ）
☎096-345-6805
☎096-232-6858

15

サザナHT Sタイプ1616型

ユーミーネット 白山通り店

Dr.Drive平田SS
☎096-353-3792

14

【バス】暖房換気扇（抗菌・防カビ仕様）
・断熱材パック付

砂原町・尾ノ上、
マンションリノベ完成見学会

Dr.Drive健軍SS
（セルフ）
☎096-214-1220

11

①水回りリフォーム
各5台ずつの限定価格

11月14日（土）
・15日（日）
、両日午前10時30分〜午後4時。予約不要

Dr.Drive光の森SS
（セルフ）
10120-393-371

住まい

ＴＯ熊本ショールームで

だけではなく︑外壁や屋

０５２

ょっとしたことも気軽に

根などもプロの手でキレ

もうすぐ年末の大掃除

イにしませんか︒

ＨＰに お手伝いさん 情報、掲載中

営業／午前９時〜午後６時

10％割引

※R2.11.11〜1２.25まで

﹁幸栄ホーム﹂は大津を

見積もりより

☎０９６︵２９３︶６８６６

「リビングを見た」で
塗り替えリフォームを依頼すると

はじめ菊陽︑光の森︑合

志市方面を中心に︑今ま

でクチコミで実績を重ね

てきた〝総合リフォーム〟

会社︒中でも評判の外壁・

屋根の塗り替えは選べる

塗料が多数あり︑予算に

合わせたオーダーメイド

の工事プランで︑安心価

格の自社一括施工︒親身

な 仕 事 ぶ り に︑﹁ 家 の ち

読者限定 特典

Dr.Drive上南部SS
（セルフ）
☎096-389-4192

一歩先の快適リフォームフェア︑
ＴＯＴＯで開催

外壁の塗り替え実例
︵上︶施工前 ︵下︶施工後

（株）幸栄ホーム

Dr.Drive日赤通りSS
☎096-381-4556

※写真はすべてイメージです

塗り替えリフォーム、
見積もりより10％割引に！

Dr.Drive嘉島SS
（セルフ）
☎096-237-2931

Dr.Drive新町SS
（セルフ） Dr.Drive熊本インターSS（セルフ）
☎096-352-7281
☎096-285-3401

内容■① ②サービスステーションでの接客業務
③④屋内にての監視業務・簡単なPC
へのデータ入力
資格■①②③年齢・資格・経験不問
④18歳以上 要危険物乙4資格
待遇■通勤手当別途支給

自社一括施工だから良心価格。外壁や屋根塗装のほか、家じゅう任せられます

16,500円（税込）～

〔基本枠：H34mm×W48mm〕

ア …アルバイト

ア パ

＜22＞

掲載のお申込み受付中

リビ ング 求人情報

申込方法などは検索を!

土曜日

第二

P 駐車場
● 生協

ローソン
至東バイパス

会場／ TOTO熊本ショールーム
住所／中央区萩原町17-53
問合せ／アイズリフォーム
住所／中央区河原町7
営業／ 8:30 〜 17:30、
第2・4土曜、日祝日休
アイズリフォーム

検索←

10120・354・365

