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土曜日

安心の３大保証もついて、初心者でも心強い。入会金・初月会費が無料、手ぶらでテニスが始められる豪華な内容

「2021新春GoToテニス体験キャンペーン」クオカード2000円のお年玉付！
初心者対象のGSファミリアテニススクール

るファミリアでは︑無料

４４００人の生徒数を誇

目は簡単にラリーが続く

活様式で快適です︒２つ

スケジュール通り︑新生

広い室内コート︒雨でも

新春の無料テニス体験会が開催！
先着１００人限定︑申込はお早めに

の新春テニス体験会が実

時〜午後９

10

先着100人限定・1/9 ～ 1/24まで開催！

【無料】新春テニス体験会（大人・子ども）

お見逃しなく︒

営業／午前

時︑月曜休 ※税込

浜線店
︵フーディワン近く︶

住所／出仲間６ノ９ノ１

☎０９６
︵３３４︶
６２６６

住所／長嶺南２ノ７ノ

長嶺店︵日赤裏︶

☎０９６
︵３３５︶
７７００

植木店︵鹿南中学南側︶

☎０９６︵２７２︶１５９５

83

熊本・鹿児島で最大級︑ ７ｍ︑１０００㎡超えの

施中︒１回４人の少人数

制で︑丁寧に教えてくれ ﹁魔法のボール﹂︒３つ目

ま す︒ 参 加 す る だ け で︑ は お 得 な 入 会 パ ッ ク や

入会後１回目のレッスン

戸島店
︵託麻交番近く・屋外︶

☎０９６︵２１４︶２４７７

クオカード２０００円を ﹁安心返金保証﹂︵対象は︑ 住所／植木町後古閑１０１

全員にプレゼント︒正月

後イメージと違った場

八代店
︵ＭＡＸバリュ２階︶

がいを徹底しています

65

合︶などの３大保証で初

膝・腰に優しい人工芝を採用。
窓を開けて換気もしています

広々としたコートで、１
面最大８人の少人数制で
プレイできます。現在の
レッスンの様子・対策の
マスク着用、手洗いう
詳細はHPから

☎０９６５︵ ︶５０２２

アディダスパートナーシ
ップテニススクールとし
てテニスを通じて親睦や
レベルアップするイベン
トを年間約200回開催！

検索←

３万８０００円相当の

ファミリアテニス

心者も安心です︒

新生活様式対策を実施

12

大特典が２０２１円の

※ジュニアサイズは他メーカーの場合あり、写真はイメージ

この機会を

毎週楽しくレッスン
に参加しています。
運動不足解消のため
に始めましたが、気
持ちよく汗を流して
リフレッシュしてい
ます（江上さん）

豪華新春キャンペーンも

⑦テニスに必須ウィルソン
振動吸収止め
⑧ガット＋ガット張り券
⑨アディダス厚手ソックス
⑩ハート型カイロ
⑪柔らか素材の
ネックウォーマー
⑫毎年3000枚売れる！
オリジナルＴシャツ

スタート！

①入会金5000円が0円
②初月月会費
（9400円〜 )が0円
③錦織選手使用ブランド
ウィルソンラケット
④アディダス＆ウィルソン
シューズ
⑤オリジナルトートバッグ
⑥ウィルソングリップテープ

12

の運動不足解消にぜひ︒

R3.1.24まで

コートは新生活様式
対応︒ 大特典も！

2021円

初心者に選ばれる理由

なんと！

は３つ︒１つ目は天井高

新春12大特典
3万8000円相当が

初心者でもラリーが続く特別な
ボールだから簡単＆楽しい！

お得!!

検索←

ファミリアテニス

選べる参加特典：クオカード2000円分
各回定員4人、参加費無料、手ぶらで受講可能です
〈平日〉9:30 〜 /13:00 〜 /19:30 〜 /21:00 〜
〈土日〉10:00 〜 /17:00 〜 /19:30 〜
※店舗によっては時間が異なるので最寄りの店舗に問合せを
※テニスシューズ、ラケットも無料レンタル可

TOTOのリフォームなら、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”にお任せください！

TOTO 開運リフォーム福袋2021 工事費＆税込み、締め切り迫る！
ＴＯＴＯリモデルプロショップ （株）
たしろ住設

13

回目︑創業

74

ング熊本新春号︑同社の

年に一度の大特価のた

ＨＰで確認ください︒

締め切り間近︑１月 日
︵火︶
まで

今回で

年の﹁たしろ住設﹂がおく

る 開 運 リ フ ォ ー ム 福 袋︒

日︵火︶の締め切り

12

リフォーム福袋 2021

『初夢４点セット』

バス・キッチン・トイレ・洗面台
標準工事費＋消費税込み

通常280万円→

148万円（税込）

12

開

限定
5セット
運

対象商品
●バス「サザナ」 73万円
「ＷＴシリーズ」73万円
●キッチン「ミッテ」55万円
年齢・電話番号・希望の

リフォーム場所・住まい

の困りごとがあれば伝え

てください︵個人情報は

当選通知にのみ使用︶
︒

応募条件は今年の３月末

人︑抽選後は当選者のみ

同社はリフォーム全般

に通知があります︒

め 台 数 限 定 ＆ 抽 選 で す︒ までに工事を完了できる

１月

まであとわずか︑お急ぎ

に対応︒住まいの困りご

応募は電話︑ファ

とは何でも相談を︒

を！

クスにて︒申込み時に住

●営業／９:00 〜 17:00 ●定休／土日祝休
※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）

所︵工事予定地︶・氏名・

応募はコチラ

1 0120・810・243
D 096（335）7877

73万円（税込）

毎年１００件以上の応募

戸建て用・マンション用
通常127万円→

がある人気企画で︑ＴＯ

55万円（税込）

ＴＯ水回りリフォームが

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）
便利な機能が標準装備された
人気のバス﹁サザナ﹂

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
※掲載写真はすべてイメージです

通常109万円→

TOTOシステムバス

●標準工事費＋消費税込み

驚きの福袋価格で登場し

●標準工事費＋消費税込み

限定
各5台

ます︒ここに掲載した商

TOTOシステムキッチン
ミッテ（I型・基本プラン）

品以外もあるので︑リビ

限定
5台

検索←

たしろ住設

●トイレ「ピュアレストQR」
ウォシュレットSB 12.5万円

TOT
リフォ O
ーム

●洗面台「Ｖシリーズ」 7.5万円

◎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）
※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

