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2021年

新春号

新春 就活へのスタートダッシュ、熊本で就職を考えているならこのイベントは必見です

開催間近！ 1月4日
（月）、
新卒対象「2022くまもと合同企業説明会」
開催
新春１月４日（月）、く

まもと県民交流館パレア

10

の企業が
20

社集結。積極

採用を考えている、熊本

階 の「 パ レ ア ホ ー ル 」 の優良企業担当者と直接

話せるチャンスです。詳

毎年100件を超える応募が！

ホームページはこちら↑

で、ＴＫＵヒューマン主

※50音順・敬称略

細は「ＴＫＵヒューマン

・済生会熊本病院

催の「くまもと合同企業

・再春館製薬所

(ユナイテッドトヨタ熊本)

説明会」が開催されます。 ホームページ」で公開中。

・UNITEDTOYOTAGROUP

問合せ／午前９時～午後

・メディアラート

・KSK 九州

県外の学校に通ってい

・KIS

６時、土日祝休

・西田鉃工

・熊本リビング新聞社 ・肥後銀行

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

☎０９６
（３５９）
３４１２

・テレビ熊本

・熊本市

望している学生を中心

・TKU ヒューマン

・熊本県

に、しっかりとフルサポ

・大熊本証券

・熊本県警察本部

ートします。

・熊本銀行

●日時／ 2021 年 1 月 4 日（月）
13:00 ～ 17:00（受付12:30 ～）
●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
カード最大 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

毎年多くの学生が参加

・SYSKEN

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

2019年度
「TOTOコンテスト」で熊本県1位を受賞した「たしろ住設」の人気企画

TOTO“開運リフォーム福袋2021”工事費＆税込み特価！

で登場します。大特価の

通常23.8万円→

12.5万円（税込）

13

ＴＯＴＯ シリーズ
一面鏡・２枚扉

●取替工事費込み

の「たしろ住設」が 回目

ため台数限定・抽選とな

ＴＯＴＯ ピュアレストＱＲ
＋ウォシュレットＳＢ

限定
各5台

を迎える「開運リフォー

増 え、「 水 回 り を 新 し く

りますが、今回幸運を手

ム福袋」を販売。ＴＯＴ

したい」というニーズが

戸建て・マンシ

ョン用ともに人気

住まいの困りごとは何

でも相談ください。

ハガキ・電話・ファクスで応募！

万 円。

シリーズのシステ

ムバスが

キッチン・トイレ・

洗面台もそれぞれ

お買得価格に。さ

73

Ｏ商品がすべて福袋価格

ステイホームでお家時

74

55万円（税込）

らに注目の「初夢

４ 点 セ ッ ト 」 は、

人気トイ

破格値の１４８万

円！

レ「ネオレスト」も

応 募 は ハ ガ キ、 電 話、

ファクスにてお願いしま

・住所
〒862（工事予定地）
0926
・氏名
熊本市中央区
・年齢
保田窪2-4-98
・電話番号
たしろ住設
・希望の
リフォーム場所 「2021年福袋」
・住まいの困り事
係

す。申込み時に住所（工

事予定地）
・氏名・年齢・

電話番号・希望のリフォ

ーム場所・住まいの困り

日

12

ごとがあれば伝えてくだ

日必着

12

さ い。 締 切 は １ 月

（火）
、ハガキは

締切後は抽選となり当

です。

選者だけに通知がありま

す。申込み条件は、令和

＊TKUにて12月31日
（木）初売り特番ほか、CMも放送されます！

※個人情報は当選通知に
のみ使用

●営業／９:00 ～ 17:00 ●定休／土・日曜・祝日（12月26日～ 1月4日休）
※休日は留守番電話対応（住所・氏名・年齢・電話番号・希望場所を伝言）

３年３月末までに工事を

10120・810・243
D096（335）7877

同社は水廻りをはじ

23万円（税込）

完了できる人です。

通常36万円→

め、増築や改築、外壁塗

●取替工事費込み

装までリフォーム全般に

(ノズルきれい機能付き）

対応しています。ＴＯＴ

ネオレストDH1
ウォシュレット一体型便器

Ｏが推薦するリモデルプ

リフォーム福袋2021 ～特別編～

ロショップにも加盟。

限定
5台

特価でリフォーム

※カラーも選択可 低金利のリフォームローン（180回払いまで）も利用可

※掲載の写真はすべて
イメージです

◎標準工事費に含まれるもの
＜システムバスの場合＞ 解体・撤去工事・給排水配管工事・土木工事・
組立工事・電気工事・仕上げ工事（40万円相当）
◎取替工事費に含まれるもの
トイレ（洗面化粧台）本体、取替工事、処分費

通常109万円→

年、信頼と実績

TOT
リフォ O
ーム

●システムバス…戸建て用「サザナ」
マンション用「ＷＴシリーズ」
●システムキッチン…「ミッテ」
●トイレ…「ピュアレストQR」
＋ウォシュレットSB
●洗面化粧台…「Ｖシリーズ」

●標準工事費＋消費税込み

創業

対象商品

を叶えます。

人気のカラリ床を採用した戸建て用「サザナ」のベーシッ
クタイプ。もちろんマンション用も人気シリーズ！

148万円（税込）

通常280万円→

73万円（税込）

適材適所の整理収納ができる
センターラインキャビネットを採用

戸建て用・マンション用
通常127万円→

間が増えた今年…。料理

運

TOTOシステムキッチン
ミッテ（I型・基本プラン）

限定
５台

戸建て用サザナ（Nタイプ・１坪まで）
マンション用WTシリーズ
（Nタイプ・1216）

にするのはあなたです！

開

標準工事費＋消費税込み

TOTOシステムバス
●標準工事費＋消費税込み

高まっています。

『初夢４点セット』

バス・キッチン・トイレ・洗面台

限定
各５台

にこだわったり、バスタ

リフォーム福袋 2021

検索←

たしろ住設

イムを充実させたい人が

限定
５セット

（株）たしろ住設

年に一度の「リフォーム福袋」
工事費込み・消費税込み！

ＴＯＴＯリモデルプロショップ

V

●取替工事費込み
通常19.5万円→

7.5万円（税込）

