リビング読者だけのお得を集めました！
「米福おせち」
予約はお早めに

「リビングを見た」で4000円（税別）以上の
コース（2時間飲放付）を予約すると

通常価格より10％オフ

熊本

日まで歳末セール
最大 ％オフも！
容液や自身で試してほれ

﹁手仕事だからこそ信頼できるかどうかが大切︒相見積
もりも︑
ぜひ行ってみてください﹂
と歴 年の小河さん

「見違えるほどキレイに

なった！」と仕上がり満

をご覧あれ。年末だけの

楽しくなる便利機能を紹

特別価格も登場します。

介。おうち時間が楽しく

自社大工で安心なリフ

家事を快適にして
ゆっくりと年末を

ォームプロ集団「ＡＳホ

時間/各日10:00 ～ 17:00

●予約は電話かQRコードから

10120・54・3988

（株）アイ・コーポレーション
アイ・コーポレーション

検索 ←

エアコン分解洗浄
換気扇洗浄も好評

12

月 日（木）〜

10

20

月

12
31

電話受付／午前９時〜午

後６時、不定休（

日〜１月５日休）

日 住所／東区長嶺南６ノ２

（日）、水回り清掃３点セ ノ２

０９６
（２２１）３６４２

ット（浴室・トイレ・洗 ☎０９６（２９５）４０４６

面台）通常２万７０００

円が１万９８００円、５

点（３点＋キッチン・換

気扇）通常５万２０００

円が２万９８００円。エ

アコン分解洗浄は５８０

換気扇分解洗浄 9800 円
※一部地域は要出張費

なる素敵な最新キッチン

ーム」がクリスマスフェ

アを開催。レンジフード

※ ス タ ッ フ は マ ス ク 着 用︑
定期的な施設内の消毒を徹
底︒来場時はマスク着用︑手
指消毒をお願いしています

はコンパクトタイプや省

エネタイプ、お手入れラ

クラクなど、今年の年末

大掃除からのお手入れが

０円〜、２台以降４９０

プラズマタイプ ＋ 1000 円
お掃除機能付き ＋ 4000 円
室外機洗浄
＋ 1000 円
階段３階以上 ＋ 500 円〜

FAX

会場/パナソニックショウルーム
（西区花園1-5-5）

水回り清掃３点・５点がお得

R2.12.10〜12.20まで

エアコン付加料金

検索 ←

クリーニング

扌

「抗菌コート」サービス

足場代無料。熟練
の職人が責任施工
ashome.biz

500円引き（税別6000円以上が対象）
②「室外機洗浄」1000円の注文で

足度も抜群です。

時、無休

営業／午前８時～午後６

褪せ…。塗り替え費用を

住所／東区画図町下無田

屋根や外壁の汚れ・色

抑えたいなら、同社に相

１４３２ノ

０１２０・８８・７３４３

談してみてください！

自社直売で仲介業者や

二 次 業 者 を 介 さ な い 分、

低価格を実現。さらに足

場代が無料なので、純粋

さらに 日は

ミニストップ各店

扌 Panasonicリフォームclub ＡＳホーム

リビング読者限定 COUPON

０円〜。ＨＰ・ＦＡＸで

◦チケットぴあ Pコード：500-540 ※セブンイレブン各店
◦ローソンチケット Lコード：83893 ※ローソン

12月12日・13日、家事ラクフェア

■アイ・コーポレーション
①公式アプリのダウンロードで

も予約可。※すべて税別

【一般前売り販売】12月14日
（月）10:00 ～

快適に！

九州電力とコラボし最新

IHは特別価格も

18

イベント

来場時クーポン提示で

R2.12.12・13の２日間限定

のＩＨキッチンを使った

【支払い・発券について】 電話で伝えられた予約
番号をメモし、発券期間内に近くのローソンで代
金を支払い、チケットを受け取ってください
発券期間：予約日＋3日間
最終入金日時：12月16日
（水）23:00まで

13

今、人気の酸素系漂白剤
オキシクリーン
プレゼント！

13

新商品の詳細はＨＰをチェック→
住／中央区下通1-2-4（ココサ真裏）
営／ 12:00 ～ 19:30
（日祝～ 17:00）、火曜休

検索←

福吉建設工業

リビング読者限定 COUPON
■ＡＳホーム

実演イベントで、料理が

☎ 0570
（084）682

な塗装作業料で見積もり

をしてくれます。

平米単価で計算！
●外壁塗装 ●屋根塗装
●鉄板塗装 ●防水塗装
※一般的な戸建て住宅（2
階建て）の場合、作業終
了まで約7日～ 14日程度

申込みはローソンチケット 先行予約特電へ
※特電では、音声ガイダンスにしたがって申込みください
※チケットは1人4枚まで

1

込んだ健康サプリ・健康

チョコも取扱中。新作骨

ボディラインが驚くほ 盤補正ベルトも入荷！

ど変わる、そして心にも ぜひ気軽に相談を。

日～、半期に一度の

ハリが…。そんな下着と ☎ ０９０（５０２４）０１１０

出合える「アリビオ」。

月

セールが開催。つけ心地

抜群の育乳ブラや人気の

オ ー バ ド ゥ が 半 額 な ど、

年のオ

破格ぞろいです。

フィッター歴

ーナーは＂美と健康の伝

年以上の一級

12月11日
（金）10:00スタート
受付
12月13日
（日）23:59まで

職人歴

リビング読者先行販売

◦イープラス http://eplus.jp/ ※ファミリーマート各店
◦熊日プレイガイド びぷれす熊日会館B1
☎096
（327）2278 ※10:30 ～ 18:30

70

（株）福吉建設工業

R2.12.9 ～ R3.1.9まで

【見積もり・相談無料】

検索←

仲介なし。
塗装屋に直接相談を

駐車場と塀の
高圧洗浄サービス

20

アリビオ

下着

塗装

「リビングを見た」
で
成約特典として、施工時

技 能 士 が 施 工 す る の で、

主催／テレビ熊本

落語会の鬼才が熊本へやって来る！

そんな立川志らくの落

※Ｒ2.12.11～12.13まで

さに令和のご意見番。

先行販売はすべて
１階席チケットを用意

落語家としてはもちろ

日
（金）

リビング読者限定

ん、朝の情報番組のＭＣ、

月

11

26

日
（金）に

グ読者限定で先行販売を

日（日）の３日間限

12

語が聞ける、熊本独演会

Ａをもっとも色濃く受け

行います。

定、右記のローソンチケ

～

ット・特電のみの受付と

継ぐといわれる落語界の

なく、落語が初めての人

なります。しかもすべて

鬼才。落語ファンだけで

にも楽しめるエンターテ

１階席のチケットを用

意、お見逃しなく！

時～午後５

問合せ／テレビ熊本事業部

受付／午前

☎０９６（３５１）１１４０

時、土日祝休

インメント性の高い独演

会です。

リビング読者だけ
に先行販売

一般発売を前にリビン

10

13

が来年の２月

新型コロナ感染予防のため、検温・ヘ
ルスチェックシートの記入・マスクの
着用・手指消毒にご協力ください

ＴＶコメンテーターやバ

師匠・立川談志のＤＮ

【コロナ対策について】

ラエティ番組でも活躍す

※未就学児の入場不可

決定しました！

※税込

※席は前後左右１席空けての販売を行い
ます
※当日は混雑が予想されるので、会場へ
は早めにお越しください

る立川志らく。歯に衣着

せぬするどい発言は、ま

◦料金／全席指定4000円

日︵金︶、市民会館 シアーズホーム夢ホールで開催

●立川志らく…1963年東京都生ま
れ。1985年立川談志に入門、1988
年二つ目昇進、1995年真打昇進。落
語家、映画監督（日本映画監督協会所
属）
、劇団主宰と活動は多岐にわたる

（中央区桜町1-3）

道 師 ＂。 世 界 レ ベ ル で 話

２０２１年２月

﹁立川志らく独演会﹂リビング先行販売

Ⓒ山田雅子

ホーム夢ホール

12

熊本

28

リビング読者限定

26

◦日程／
2021年２月26日
（金）
◦時間／開場 17:30
開演 18:30
◦会場／市民会館シアーズ

10

希望ブランド、サ
イズ等をラインで
やりとりしながら
購入ＯＫ。ホーム
ページからライン
に入れます

「米福おせち」1万3000円（4人前・縦25㎝×横35㎝）
※全27品、数量限定、写真は盛り付けイメージ、税込
【 店 頭 受 渡 し 】12/31
（ 木 ）9:00 ～15:00、 別 途
1000円で配送も可（要申込み、配送エリア要確認）

アリビオ

扌

LINEでの販売
（通販）も開始！

イベント

立川志らく 独演会

ランジェリーショップ

Ｒ2.12.10 ～ 12.28まで

26

＜20＞

育乳ブラ、オーバドゥも特価

話題のヘルシー

題の最新リフトアップ美

コロナ対策も万全に忘

新年会も受付中。ぜひ。

営業／午後６時～午後
11

検索←

土曜日

下着

■アリビオ
税別5000円以上購入すると

チョコを進呈！

手作りが“ぎゅっ”と

詰まった全 品

27

時、個室完備、Ｐあり

● 熊日

〔中央区世安町329〕

４人前１万３０００円

白山通り
● ダイキ

おせち予約専用／正午～

GS

のお手頃価格と、三が日

●
肥後銀行
世安店

国道3号線

●

リベラーラ
●

☎０９０（９５９９）３７７７

Ｐ

の間に美味しく食べ切れ

産業道路

米乃家 世安店

世安店／おせちは４時～

至田崎

る＂ちょうど良い＂サイズ

白川

☎０９６
（３５２）
５２００

水道町
国道3号線

辛島町

米乃家

が魅力の「米福おせち」。

祝海老や数の子の縁起

周年記念で豪華全

物、あわび煮など…、今

年は

品に。冷凍・真空はせ

ず、前日から手作りする

上品な味わいに舌鼓を。

＂生おせち＂は絶品です。

15

米乃家（よねのや）

御馳走ざんまい

※4人以上・要予約 ※金土祝前日は除く
R2.12.9 ～R3.1.31まで

27

リビング読者限定 COUPON

食品

リビング読者限定

2020年12月12日

専門スタッフが丁寧にクリーニングしてくれます

