リビング読者だけのお得を集めました！
リビング読者限定 COUPON

セミナー

flat de エネルギーマルシェ

「リビングを見た」でセミナーに参加すると

ノベルティグッズをプレゼント

500円！※税込

営業／昼＝午前 時
分

〜午後３時︑夜＝午後５

お肉の旨味が溶けだしたピリ辛スープで体ポカポカ
ライスとサラダ付きセットで通常７５０円

ランチ営業開始！
ハッピーアワーも
時〜翌０時︵日曜〜 時

分前︑感染症対策

分︶※オーダーストッ

﹁安い×旨い﹂の街なか

プは

により営業時間が異なる

焼肉店﹁八虎﹂でランチが

スタート︒八虎カルビに

☎０９６
︵３５９︶
００２９

ライス︑サラダ︑スープ︑ 場合があります ※税込

キムチまで付いた焼肉セ

ットをはじめ︑大満足の

中央署
国道３号線

すぐ交換が必要なものと、
将来的に必要なものを分かり
やすく提示。無料見積で納得してから作業を始めます

❷予約なしでも待ち知らず、最短40分車検！
キッズコーナーもある
子ども連れでも遊べる空間が
あるうえ、最短 40 分と早い！
用具は定期的に消毒を実施

❸多くの実績があるから安心できる

創業37年で累計車検台数6万1958台（1月1日現在）

◎ハイブリッド車、輸入車、車検切れ、
バイクもＯＫ
◎お支払いは各社カード、ローンすべてＯＫ
◎引き取り・納車も気軽に相談を

6年

7年

30万円

7800円

6500円

5700円

5000円

クーポン提示で

50万円

1万2900円

1万800円

9400円

8300円

車検、
またはタイヤ4本購入すると

70万円

1万8000円 1万5100円 1万3100円

1万1700円

100万円

2万5700円 2万1500円 1万8700円

1万6600円

その か わ

■コクピットF-1 新南部本店・江津店

通常より1000円引き！
※R3.1.13〜3.31まで

コクピットＦ-1
本店 ●
西日本 ●
チケット

ロイヤル
ホスト ●

住／東区新南部4-7-37

住／東区江津2-28-23

☎096
（387）
2400 ☎096
（366）
7100

個別
無料相談
開催

（金）
9:30～11:30（受付9：15～）
第2回 2021年2月26日

財産 把 握とその評 価

（金）
（金） 第5回 2021年4月9日
第3回 2021年3月12日
家族信託と公正証書遺言の作り方
賢い生前贈与のススメ
（金）
（金）
第6回 2021年4月23日
第4回 2021年3月26日
生命保険を活用する方法
相続発生後にできる対策
に
参 加 者 ート
ノ
グ
ン
ィ
エンデ
ント
もプレゼ

※日程、会場は変更になる場合があります。右地図参照→

「阿蘇みるく饅頭
みるるん」
プレゼント
（5個入り）

初 回 セミナ ー 参
加 時 にこの クー
ポンと引き換え。
15名様限定です

会場地図
ホテル日航
鶴屋

パレア 9階

3
水道町交差点

中央区手取本町8-9

―リビング読者限定―

下通

参加人数／先着15名限定
会場／ くまもと県民交流館パレア 9F会議室2

両店営業
9:00〜19:00
日曜祝日も
ＯＫです

相 続 対 策セミナーに参加すると
「清正製 菓」の

通町筋電停

・少人 数 制でソーシャルディスタンスに配 慮したセミナーです
・来 場 時はマスクの 着用と検 温・消 毒にご 協力ください

交番
●

江津店

相続と遺言の基礎知識

★ 第1回（2月12日分）のみ 無料

東バイパス
●
マルショク

新南部本店

第1回 2021年2月12日（金）9:30～11:30（受付9：15～）

【受講料/1回あたり】1,000 円※税込

●

ドラッグイレブン
●

上通

熊 本 銀 行 の前 進、肥 後 相 互 銀 行入
社12 年 勤務。その 後 外資 系保 険 会
社アリコジャパンに15 年 勤 務した
後、友 人の 会 社を 経て平成30年か
らコスギ 不 動産 資 産 活用課 相 続サ
ポート配 属。趣味はツーリング。

● 日赤

HPにもお得な
割引あり！

水道町電停

園川 校

相 続 支 援コンサルタント、
ライフ・コンサルタント

● 日産プリンス

国体道路
至県庁 ● 洋服の青山

分かりやすい!全6回の濃いプログラム

ただし

● 王将

上江津湖

5年

出水ふれあい通り

4年

江津店

リビング読者限定 COUPON

金額／期間

●
ベスト電器

ゆめタウンはません●
浜線バイパス

マクドナルド

至熊本ＩＣ

北バイパス

まで相談を︒感染症対策

まずは気軽にスタッフ

ステムを見直してきたか

を徹底して対応します！

❶車に詳しくなくても大丈夫。
丁寧な立会見積で金額が分かりやすい

かった﹂という人も︒

ら叶う価格です︒

人在籍しているの

また︑国家資格整備士

も

土日も予約なしでスグできます！

なにかと出費がかさむ

正月が過ぎ︑次は車検！

毎回﹁高いな⁝﹂と感じて

で︑予約なしで土日もス

いる人︑車検の金額を見

直したい人は︑車検専門

分と早いうえに代車も

いっぱいあるので︑忙し

グ対応︒車検時間も最短

い人にも好評です︒中に

店の﹁コクピットＦ１﹂に

同店が選ばれる理由の

は﹁車検期限ギリギリだ

相談してみませんか︒

一つは︑家計にやさしい

ったけど︑駆け込んでよ

WEBでの申し込みはコチラ

女性に 利用してよかった と
喜ばれている【3つのポイント】

●

講師

日・祝日を除く 9:30~17:30
熊 本 市中央区 九品寺２-2- 43

13

※ルームエアコンにも取付可能です

相 続 対 策の 基 礎 から現 場 の裏 側まで 、分 かりやすくお 話しいたします。
「親から相続することになりそう」
「自身の終活のために」という方、
これから必須の情報満載です。ぜひご参加ください。

10120-750-539

40

例）285×489㎜ 1セット7000円

相続対策セミナー

熊本コスギ相続サポートセンター

37

●天井吊り下げタイプ

累計受講生250人以上の相続コンサルタントと一緒に考える

お申込み

消耗部品等の交換や追加整備が
なければ、
追加料金は一切なし

例）573×573㎜ 1セット9000円

熊本コスギ相続サポートセンター
アフターコロナ
新しい時代に遺す
今するべき

3万4800円

チタンアパタイトフィルター

●業務用空調リース月額料金一例（税別）※詳細は問合せを

検索 ←

コクピットＦ-1

自賠責保険、重量税、
車検料、消費税すべて込み！

年

※先着30人限定

分︑土日祝休

【リース見積もり】 【リース成約】
4色ボールぺンor
マグカップor
スマホ用ストラップ ガラスのコップ

コクピットF-1

（免税対象車）

●ラウンドフロータイプ

43

30

クーポン利用

時

ぴちょんくんグッズプレゼント

住所／東区尾ノ上１ノ

☎０９６
︵２８５︶
５８９６

ノ８

家庭用エアコンにも◎
取り付けもおまかせ

見積もり依頼・成約時に「リビングを見た」で

清潔空間を実現

11

軽自動車 初回 車検

料金システム︒創業

家庭用にも取付可
空気清浄フィルター

同社のサービスでもう

一つ話題なのが︑ダイキ

ンの空気清浄機にも使わ

れる﹁チタンアパタイト

フ ィ ル タ ー﹂︒ 吸 気 口 に

貼るだけで︑ウイルスや

ホコリを吸着・分解︒業

務用空調はもちろん︑家

庭用など︑どのメーカー

にも対応可︒

営業／午前９時〜午後５

リビング読者限定

45

11

車検で無駄な出費をしていませんか？

の実績の中で︑何度もシ

万円〜

30

30

30

Eat

ユニークなCMでおなじみのコクピットF-1が解決します

国土交通省指定民間車検場

業務用空調機リース税別
最大７年間契約可能です

時間いつ

ス可能︒突発的故障なら

でもダイキンが対応して

修理は無料︑

くれます︒まとまった購

24

寒さも本番︒でもエア

計にかかる原因に⁝今こ

入資金を準備する必要が

コンが古いと暖房費が余

そ︑省エネ・環境性に優

なく︑毎月の支払いを経

費で落とせるのも魅力で

れた空調機をリースして

業務用空調専門の同社

電気代を削減！

賃貸住宅のオーナーさ

ん向けのルームエアコン

す︵料金は下表参照︶︒

のリースもあり︒

なら︑旧型に比べて電気

る︑ダイキン製﹁ファイ

代が半分になることもあ

ブスタージアス﹂がリー

を駆使して、賢い経営を！

①突発的故障なら修理費が無料
②省エネエアコンだから、快適＆無理なく節電
③多額の購入資金が不要、安定した定額払い
④修理対応は 24 時間 365 日ダイキンが対応
⑤リース代は経費で処理（税理士、会計士に相談を）

●パスート
24

車検

検索 ←

テクノエナジーシステム

定食が登場です︒

ウイルスやホコリを分解する空気清浄フィルターも好評

テクノエナジーシステム（株）

●

〔中央区上通町9-12〕

経営者を救う！ すぐできる経費削減術

エアコンリース

●八虎

今ならクーポンで旨辛

●

時計の
大橋

壱之倉庫
●

上乃裏通り

丸小ホテル
上通り
並木坂

● ヨコバチ
●
●
小坊主

応募の際は、1.参加希望日、2.名前、3.住所、
4.連絡先電話番号を明記してください
※実施日の1週間前迄に必着（1月は21日迄）
※個人情報は、同イベントのみに使用

スンドゥブチゲセットが

ワンコイン︒ハッピーア

ワーも実施中︒テイクア

ウトも大歓迎です︒

アロマ＆電気を学ぶ

アロマクラフト作りを

楽しみながら︑暮らしを

支える電気のことを楽し

く学ぶセミナーが︑下記

日程で開催されます︒

①はボタニカル＆モザ

イクソープ︑②アロママ

スクスプレー︑③アロマ

キャンドルを作り︑ＩＨ

クッキングにも挑戦︒

問合せ／広報Ｇ・午前９

時〜午後５時
︵月曜〜金曜︶

☎ ０９６
︵３８６︶
２２００

販売・リース

弐ノ弐 ●

GoTo

検索 ←

八虎

※１枚で4人まで、Ｒ3.1.13〜1.31まで

日時 ①1/25
（月）②2/26（金）③3/19
（金）10:00 〜 12:00
会場 熊本支店フラットスクエア IHキッチンスタジオ
定員 各回6人（女性限定・先着順） 参加費 2000円（税込）
応募方法 メールまたはハガキで ※必要事項は右記参照
mail event̲kyuden̲kumamoto@kyuden.co.jp
ハガキ 〒862-0951 熊本市中央区上水前寺1-6-36
九州電力（株）熊本支店広報グループ あて

八虎（はちとら）

焼肉ホルモン

通常750円→

暮らしを彩るクラフト体験・電気のおはなし・簡単IH料理体験

＜10＞

今だけ500円、
旨辛スンドゥブ

【ランチ限定】 クーポン提示で

「旨辛スンドゥブチゲセット」

主催／九州電力（株）熊本支店

感染症防止対策として①マスクの着用、②入
室前の検温と手指消毒、③定期的な換気、ア
クリル板の設置など基本的な策を実施します

土曜日

グルメ

■八虎

ス
パ
イ
バ
東

リビング読者限定

2021年1月16日

