ル名 121101A10z05送スーモカウンター注文熊

刈

営業： 三橋

制 作：草刈

11/20

18:26

11/24

14：43①

11/25

15:03②

4/2

15:35

3/29

了11：47

3/30

2了10：39

12/1

了9:37

1/30

13：42④

2/3

ゲラチェック欄 ※確認印をお願いします

PolarStar

了15：49

TEL

FAX

URL

検索

ＱＲ

価格

2020年12月12日
2021年

日時

土曜日

写真

＜6＞

「我が家の年収で買える額」
を知るところから始めませんか？

無料講座

リクルート スーモカウンター注文住宅

無理のない資金計画とは？
まずは相談から始めませんか
クアップ。面談の設定や くとスムーズ。外出する

料無料の電話相談サービ

同席だけでなく、断りの ことが難しい人は、通話

代行もしてくれます。

※事前予約制。
予約がない場合、
開催中止の場合があります
※会場ごとに新型コロナウイルスの感染対策を実施します

いずれのサービスも当 スも利用してみて。

◆日時 12/20
（日）
13：30～15：00
◆会場 スーモカウンター注文 ゆめタウン光の森店
（菊池郡菊陽町光の森7-33-1 ゆめタウン光の森 南館 1階）

役立つ「無料講座」を多

ファイナンシャルプランナーが教える

「マイホーム予算の決め方・考え方講座」

子どもが走り回れるリ

ビング、料理も洗濯もス 数開催。家づくりの流れ 日参加も可能ですが、満

何社もまわり続けている中、予算
内で建てられる建築会社を紹介し
てくれた
（40代・男性）

ムーズな家事動線、たっ や価格相場、建築会社の 席の場合も。事前に「リ

※スーモカウンター注文住宅・新築
マンションの利用組数合計
（2020年
3月末時点）

家づくりに必要なお金の全体像や
予算の立て方を教えてもらい、安
心して建てられた
（30代・女性）

ぷり収納など、理想を実 選び方などを第三者の立 ビ ン グ 新 聞 を 見 て 」 と、

現できる自分たちの一戸 場で、独自の情報を交え 問い合わせて予約してお

建て。その“いつか”に先 ながら丁寧に教えてくれ

ＣＭで活躍中のキャラク
ター ｢スーモ」

スーモカウンター

無料相談は
電話でも
受けられます

※当日予約OK、
予約優先。
各講座とも全店舗共通
※上記以外の日時でも受け付け可能
◀開催店舗は左記で確認を

スーモカウンター
利用者の声

※不通の際は℡0120-300-829

◎スーモカウンターは全国に173店舗あり
ます
（2020年10月末時点）
。詳しくはWeb
で確認を

立ち、まずはあなたの予 ます。一人ひとりの収入

各日①10:30 ②13:30 ③15:30
（各回約90分）

算で建てられる家の価格 に合った予算の立て方や

～2021年1月11日
12月10日
（木）
（月・祝）

だけでも知っておきませ 住 宅 ロ ー ン の 組 み 方 な

予算の読み方、条件整理、建築会社の紹
介など個別の要望について相談可能。講
座をすべて受けたい人にもおすすめです

ど、一番気になる“資金

建築会社を価格帯別に解説。保証や
メンテナンスなど、見落としがちな
点もチェックできます

んか？

個別相談会

30万組以上が利用

℡0800-817-4777

個別の疑問を解消したい人は

ハウスメーカー・工務店
選び方講座

全国に１７３店舗があ 面”のノウハウも基礎か

建築会社の特徴を見極めたい人は

る「スーモカウンター注 ら学べますよ。

申し込み・問い合わせ
（いずれもフリーコール）
スーモカウンター（無休 9:00 ～ 21:00）

注文住宅の価格相場、見積もりの読
み解き方などが分かり、必要なお金
の全体像がつかめます

個別に相談したい人

上益城郡嘉島町
菊池郡菊陽町光の森7-33-1
大字上島字長池2232
ゆめタウン光の森 南館 1階
イオンモール熊本 1階
※年末年始休業・臨時休業する場合があります。営業時間・定休日、
アクセス・駐車場などは、電話またはWebで確認を

お金の考え方や土地の探し方、建築
会社の選び方など、初心者向けに家
づくりの流れが分かる内容です

1000万円台で家が建つ!?

に、建築会社を複数ピッ

◆近くのスーモカウンターはこちら
イオンモール熊本店
ゆめタウン光の森店

注文住宅価格まるわかり講座

日時

※リビング新聞の記事は、弊社および関連のｗｅｂサイト上に掲載され

スーモカウンターは、い
ずれも便利な立地。第
三者の立場のアドバイザ
ーが丁寧に対応してくれ
ます。まずは気軽に訪ね
て相談を

必要なお金の目安を知りたい人は

はじめての
注文住宅講座

文住宅」は、住まい探し

何から始めていいかわからない人は

のさまざまな悩みを無料 は、「個別相談会」に申し

人気の無料講座＆個別相談会 開 催 日 程

でサポートしてくれる強 込んでみて。要望をもと

い味方です。

※ＰＤ
 Ｆファイルの二次利用はご

12・1月 賃貸？ マイホーム？ 次の家で迷ったら無料講座へ
開催

熊本の優良企業に出合える絶好のチャンス！ 「県外の大学に在学中のお子様に、ぜひご連絡をお願いします」

来年1月4日
（月）、新卒対象「2022くまもと合同企業説明会」
開催

湘南

つくば 大江戸

特

21

社集結︒積極

とちぎ

採用を考えている︑熊本

東京

来年の１月４日︵月︶︑ の企業が

横浜南 田園都市 東京東

くまもと県民交流館パレ

横浜

話せるチャンスです︒詳

ふなばし かしわ さいたま

10

階の﹁パレアホール﹂ の優良企業担当者と直接

千葉

ア

多摩

細は﹁ＴＫＵヒューマン

山の手 東京南 むさしの 東京副都心 まちだ

ホームページはこちら↑

で︑ＴＫＵヒューマン主

※50音順・敬称略

催の﹁くまもと合同企業

・メディアラート

・済生会熊本病院

問合せ／午前９時〜午後

・再春館製薬所

説明会﹂が開催されます︒ ホームページ﹂で公開中︒

・肥後銀行

県外の学校に通ってい

・ネッツトヨタ中九州

・KSK 九州

☎０９６︵３５９︶３４１２

・KIS

６時︑土日祝休

・トヨタカローラ熊本

・熊本リビング新聞社 ・西田鉃工

て︑地元熊本に就職を希

・天水総合カンパニー

・熊本第一信用金庫

望している学生を中心

・テレビ熊本

・熊本市

に︑しっかりとフルサポ

・TKU ヒューマン

・熊本県

ートします︒

・大熊本証券

・熊本県警察本部

毎年多くの学生が参加

・SYSKEN

・熊本銀行

●日時／ 2021 年 1 月 4 日（月）
13:00 〜 17:00（予定）
●会場／くまもと県民交流館パレア
10 階ホール
中央区手取本町 8-9
●内容／合同企業説明会 ※予約不要
※抽選で Amazon ギフト券・スターバック
スカード 5000 円分進呈
●対象／大学 3 年生および 1・2 年生、
大学院 1 年生、各種専門学校、
2022 年卒業予定者
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、入場前にマスクの着用・消毒・検温
を実施。当日体調が優れない人は入場を
お断りする場合があります

す る 好 評 の イ ベ ン ト で︑

当日スケジュール

・えがお

検索 ←

TKUヒューマン

県内の幅広い業種・職種

参加企業一覧

後援／テレビ熊本・熊本リビング新聞社

熊本で就職を考える学生向け
対面式の説明会を開催！

主催／ＴＫＵヒューマン

送り
熊

NW掲載エリア

