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リビング熊本 住宅特集

土曜日

同社の豪華モデルハウス

県民住宅協同組合
お年玉キャンペーンで
豪華特典プレゼント！

リレワークス
欲ばりに叶える！
デザインリフォーム

県住協 のＣＭでもおなじみ、熊本県

古くて寒い住まいでも、快適な新築の

下で唯一の住宅専門の協同組合が、お年

ように生まれ変わる！ 予算内でこだわり

玉キャンペーンを開催中です。3月末ま

がぎゅっと詰まったリフォーム・リノベ

でに同社モデルハウスに来場して、成約

を叶えるなら「リレワークス」へ。営業・

県内唯一の住宅の協同組合

した人には、豪華な特典がプレゼントさ
れます（下表参照）。
こだわりいっぱいの
注文住宅から、
コストを抑えた企画住宅
まで、25坪以上の住宅が対象です。

県産の杉・ヒノキの香り漂う家

35年前、家を建てる際に必要な大工・
左官・電気・設計などの技術者・技能
者が集まって初めて発足。県産木材を
促進する目的での事業協同組合とし
て、日本で最初に許可されました

同社が長年手掛けるのは、抗菌や殺菌

う上、信頼できる大工のみが施工。品質
を保ち、
コストも抑えてくれますよ。

豊富な施工例は
ＨＰをチェック

低価格で良質な木の家を！
住む人に合った間取りを提案

効果が期待できる、熊本県産の杉やヒノ
キを使った家づくり。まさに新しい生活

「どこまでできる？」
「どう変わる？」
と

士が作るイメージ図ももらえます。

令和3年3月31日まで

住まいのデザインリフォーム

新春 無料相談会！

期間中に同社モデルハウスに来場し、
新規成約した人が対象です

豪華住設機器
グレードアップ

要予約・1月末までの申込

または、

50万円 プレゼント

【問合せ】県民住宅協同組合

早稲田スクール
●

住宅のことならなんでも気軽に相談
できます。完成後の保証・アフター
フォローも万全

リレワークス

検索←

●

システムキッチン＆
バスがお年玉価格！
︵写真はイメージ︶

住宅リフォーム専門店

玄housing

ひまわり住工房

せっかくなら毎日が
楽しくなるリフォーム！

予約不要！ TOTO
リフォーム相談会

限られた予算の中でも、持ち前のデザ

今週末の３連休は、
「TOTOショール

インセンスの良さと、家族の想いに親身

ーム熊本」
で新春リフォームフェアが開催

な姿勢で応えてくれる同社。実は家づく

（10:00 〜17:00）。 人気のキッチン・

りだけじゃなく、
「リフォームもお願いし

バスが特別価格で登場。記念品や特典内

たい」
という声も多いんです！

容も豪華で見逃せない３日間です。
この

間取り変更・改築など、住まい
全体の相談も大歓迎です

単に設備を新しくするだけでなく、造
らいなど、ひと工夫して素敵な仕上がり

口コミで高い評価を得る「ひまわり住

に。
１カ所からの部分施工はもちろん、大

工房」が、住まいの悩みをヒアリングしな

規模リノベーションもお任せを。実際に

がら最適な製品を提案。親身な対応で相

いま、築50年近くのRC住宅の全面リノ
て、
「6割のお客さんは紹介で」というほ
ど、満足度の高さが評判です。

＊写真はすべて同社施工例です

Point

部分施工から大規模リノベまでお任せ

今まで、こんな空間を作ってきました！
■ 夢を叶える、趣味に没頭する空間

「暮らしリフォーム」
いつでも相談を！

（ガレージ、映画鑑賞室、音楽室、陶芸室、図書室など…）

予算や土地の問題、税金関係など
からプランニングまで、専門ス
タッフがトータルサポート。
話しやすい雰囲気で、何でも気軽
に相談できますよ

国内最大級の店舗の情報サイト
「エキテン」で１位獲得！

（熊本県住宅リフォーム部門、R2.3月時点）

トも貯まる！
ゆめカードポイン
リフォーム
専門店では
画期的！

時の検温・マスク着用・手指消毒徹底）。

作のカウンターやモザイクタイルのあし

ベなども手掛けているとか。新築を含め

リピーターの多さが信頼の証

記事を持参して来場してください（来場

洗面や造作キッチンなども得意。
ほかと違うおしゃれ空間に

■ 自然素材に囲まれた、
健康的で
リラックスできる空間
■ 老後に向けて、安心な空間
（手すりやスロープ、
バリアフリー）

■ ほかとはちょっと違う、
お洒落な部分リフォーム
（モザイクタイルの洗面や造作収納、外壁、小上がり畳など）

快適さや強さも追求する住まい

1 0120・44・39・88

決策を教えてくれます。間取り変更など
リフォームも歓迎。3世帯同居、生活動線
を１階にまとめたい…気軽に相談を。

選ばれるには理由があります

■「家族の家をリフォームする気持ち」
で、質の高い
丁寧な施工を安心価格で提供
■ 小さな疑問や要望にも誠実対応。
お客さんを不安
にさせない、
レスポンスの速さ
■ 介護保険を利用した、
バリアフリー工事もお任せ
■ 親身で心の通うアドバイザーの存在

【この記事を持参して下さい】1月9日
（土）〜11日（祝・月）

システムバス・キッチン新春特別割引！ ＠TOTOショールーム
①来場記念品プレゼント

③成約特典１

②相談会当日に見積り依頼（無料）

シャープ
「プラズマクラスター」
or
スウェーデン製「オイルヒーター」プレゼント

平成けやき通りの洋菓子店
「メゾン・ド・キタガワ」
の2000円分
お買物券をプレゼント
会場／TOTO熊本ショールーム

1 0120・43・1010
住所／中央区萩原町17-53

ひまわり住工房
1 0120・96・8802

住宅リフォーム専門店

住所／中央区八王寺町41-22

④成約特典２（３月までの成約が対象）
TOTO10万円分お年玉割引！

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

多彩な施工事例は
ＨＰでチェック

創業時から予期しない災害や異常気象などでも
安心して暮らせる家 に取り組んできました。
冬の寒さや夏の暑さでも、年中快適に過ごせる
住まいに定評あり。熊本地震でも倒壊はゼロ、強
さ でも実力を発揮しました。

談しやすく、深い商品知識でベストな解

Point

家の事をここまで真剣に考えてくれるなんて…

平成大通り

【問合せ】玄ハウジング

検索←

住所／中央区帯山6-3-25
営業／9:00 〜18:00
水曜休、1/7 〜営業

1

鉄工団地通り
●赤毛のアン

1

託麻台リハビリ
テーション病院
●

リレワークス

●

●しゃぶ葉

マルキョウ
帯山店
●
国体道路

☎096(285)5001

●吉野家

検索←

GS
●

九州電力

競輪場
●

平安祭典

●
パス
東バイ

事 務 所 ／ 中 央 区 水 前 寺4-54-4
営業／8:30 〜19:00、年中無休

●

LiReWORKS（リレワークス）

軒丁寧

県民住宅
協同組合

「お見積り・プラン作成など
無料で対応いたします！
他社の間取り・図面お持ちください」

東バイパス

1 0120・1500・78

Point

●セブンイレブン

アイ歯科
●

普段は実施していない
初回プラン作成（予算・
要望ヒアリング→現地
調査 →イメージ図制作）
ウェブ予約
イメージ図プレゼント
できます
見積もり を無料で！

設計士が 軒
に手作り！

木の家っていいね！

※現金プレゼントは引き渡し時に進呈
※25坪以上の住宅が対象となります

玄ハウジング

マンション・アパート・戸建て・店舗も
数十万円〜予算にあわせてリフォームできます

してくれますよ。大規模修繕なら、設計

豪華特典プレゼント！

事務所／中央区南熊本3-7-10
営業／10:00 〜18:00、水曜休

クロスの張替えや造作家具だけの依頼もOK ！

リフォームを悩んでいる人は、今月限定の

らではのアイデアで、夢が膨らむ提案を

お年玉キャンペーン

＊まずは電話で来店予約を

リフォーム前に作るイメージ図
BEFORE （今回の相談会で無料プレゼント！）

約制）。店舗デザインも手掛ける同社な

考えている人はぜひ検討してはいかが。

県住協

「この予算でそこまでできるの?!」
1月限定 無料相談会 が楽しい！

無料相談会 へ行ってみてください（予

様式に最適な住まいです。今年、新築を

建築資金

AFTER

設計・現場をすべて担当者が一貫して行

第二

P 駐車場
● 生協

ローソン
至東バイパス

コロナ感染状況によっては中止の場合
あり。最新情報はTOTOのHPで確認

