リビング読者だけのお得を集めました！
「リビングを見た」でセミナーに参加すると

貯蓄UPは上手な選択で！

セミナー後の八伍邸ランチ

主催募集代理店

プレゼント！

（株）
アイ・ティ・コンサルティング 熊本西オフィス

R3.1.23・25・31、
2.14・20・22、3.20・24・28

アイティコンサルティング

熊本西

同院ＬＩＮＥ

公式ＨＰ

消してあげたい、と施術

も長め。人気の１３０分

宗派不問・残り僅か

「見学や墓じまいのご

僅かのためお早めに。

相談もお気軽に」と社長。

ほか、国府の閣雲寺納骨

環境よし、管理よし

コロナ禍により様々な

（株）SUNWAKE（サンウェイク）SUNWAKE

検索←

や壁を張り替えるだけで

エコキュートと一緒に床

＋

上記の選べるエコキュート
セット価格→

48万円

【撤去・処分・取付費込み】
日立のIH M8Tシリーズ

※状況によって、別途費用が
かかる場合があります

浴室の部分リフォームも好評承り中
タイルの床が、冷たい…滑って危ない。壁だけ
張替えたい。などプチリフォームもお任せ！
必要な箇所だけを相談しながら予算に合わせて
決められます。見積もりは無料

床だけリフォーム →７万8000円～

壁だけリフォーム →29万8000円～

リビング読者限定

同社指定のローンもあり！

「リビングを見た」
で契約、合計先着10人に

月々 5000円～ローンを組めま

①エコキュートのみ
ＪＣＢギフト券
１万円分

②オール電化セット
ＪＣＢギフト１万円分
&鍋、フライパンセット
１万円相当

プレゼント

す。浮いたガス代程度の金額を
ローン返済に回して、負担も少

住／東区月出1-1-48
営／ 8:30 ～ 18:00、不定休
※問合せは18時以降でも可
※価格はすべて税別

なくオール電化の夢が叶います。 【問合せ・申込み】
Ｔポイント付与もあり。まずは
気軽に相談を

ほかにも、住まいのこ

も、快適な浴室に早変わ

火加減マイスター搭載

ネもばっちりです。

ソニック、三菱、ダイキ

り。キッチンもメーカー

日立 IHクッキングヒーター

と な ら 何 で も 相 談 Ｏ Ｋ。

電 気 代 が ４ 分 の １ 程 度、 ンと有名メーカーの製品

を選べて、お得なリフォ

メーカーを選べてこの価格！ 各家庭
に合う製品を丁寧に説明してくれます

を各種取り揃え、同価格

従来の電気温水器より

災害時にも役立つと人気

というから驚きです。メ

ームが叶いますよ。工事

の エ コ キ ュ ー ト。「 サ ン

期間や金額などの疑問や

くれます。

ウ ェ イ ク 」 な ら、 撤 去・ ーカーごとの違いもしっ

から安心です。どれも自

不安にも、丁寧に応えて

動保温・追いだき・お湯

処 分・ 取 付 け 費 込 み で、 かり説明、各家庭に合っ

通常から半額以下の特

張り全自動機能が付いた

エコキュート＋IHクッキングヒーターでオール電化も大特価！

た製品を提案してくれる

別価格はもちろん、メー

フルオートタイプ。省エ

【撤去・処分・取付費込み】

お風呂の保温・お湯張り全自動、追いだき機能付きで省エネも◎

38

万円！

カーまで選べるのが同社

日立、パナソニック、三菱、ダイキンから選べる
エコキュート 通常価格より半額以下 →38万円

なんと

のスゴイ所。日立、パナ

（担当／下村）

要予約。
オールハンド
のハイブリッド施術

ス対応、感染症対策徹底。

洋服の青山

☎080(3905)8817

営 業 ／午 前 ８ 時 ～ 午 後 ６

熊本中央病院

●

田井島 ●
交差点
旧浜線

トクラス
熊本ショールーム

●●●

東バイパス

流通団地
入口

浜線バイパス

浮池歯科

R3.1.16・17（2日間）

至近見

キッチン成約で
takagi浄水器付水栓
サービス！

平成とうや
病院

平成大通り

【成約特典】「リビングを見た」で

会場／トクラス熊本ショールーム
（南区幸田1-7-19）
開催／ 10:00 ～ 17:00
問／内装業 GKインテリア
営／ 9:00 ～ 18:00、日曜休
※価格は全て税別

【概要】所在地/熊本市中央区小沢町114、納骨堂販売数
/24室（1室6個入 間口40cm×奥行60cm）、
税込45万
円～
（永代使用料）
、駐車場・水道完備、宗派は問いませ
ん、経営主体/（宗）松音寺

工事費込、エコキュートが38万円で！

②リビング（約14畳）

リビング読者限定

検索←

日立、パナソニック、三菱、ダイキンなどから選べる！

➡約5万円～

※天井壁を含んだ価格、部屋の
広さによって金額は変動します

堂も案内可能です。

〔中央区小沢町114〕

価値観が大きく変わりつ

祇園橋電停 白川
22 産業道路

つある今。お墓や先祖の

ホテル
● ニュースカイ

リフォーム

コースほか 分、１５０

営業／午前９時 分～午

五福
小学校

①子ども部屋など（約6畳）

【After】

分もあり。キャッシュレ

労感を丸ごとスッキリ！

後８時最終受付、日曜休

松音寺
法蓮寺

●

熊本市
西消防署

文

０１２０・６２・７７３３

●

時、不定休

呉服町電停
理容店 ●

ご供養について考え直す

1

洗馬橋電停

●

➡約12万円～

【Before】

年末年始にたまった疲

長年の経験と技術で筋肉

ほうおうせきざい

人たちから、納骨堂が注

五福小そばで桜町から

目を集めています。

もほど近い好立地。法蓮

寺内納骨堂は、歴史ある

は水回りだけでなくクロ

ＧＫインテリア

を使った設備が標準装

。今回
「トクラス」
の人造大理石 「ＧＫインテリア」

備。
お手入れのしやすさ、 ス 張 替 え も 特 別 価 格 に。

➡

をじっくりほぐし、リン

（有）鳳凰石材

Ｒ3.1.13～1.31まで

中央郵便局 〒

メニューや金額は
HPをチェック！
予約は公式L I N E
からが便利です

桜町にも近い、
安心の納骨堂

詰合せをプレゼント

ゆめマート

85

墓地・墓石

和田かまぼこ店の

寺院の行き届いた管理も

日

【見積り無料】

30

リビング読者限定

フルオートタイプ

部屋のクロス張替えだけ
でも、気軽に相談を！

☎０９６
（２８５）
８８８１

スーパーキッド
●

パ流しからツボ押しま

で。ハイブリッドの施術

で全身の凝りを解消。施

術後には、思わずスキッ

プしたくなるほどの爽快

感と身体の軽さに、驚く

安永神社
●

ヘルパー
ステーション ●
桜花
●
28

検索 ←

リラッ熊整体院

「リビングを見た」で成約すると
もれなく

ＪＲ熊本駅

日（ 土 ）・

汚れや劣化が気になって

トクラスリフォームクラブ加盟店

午前 時～午後５時、トクラス
ショールーム。予約不要です

１月

いる人は、この機会にま

内装張替え込で、標準取付費５万円

①標準取付費 ②トイレ天井・床・壁の内装張替え

耐久性の高さなど、使い

（手洗い・ウォシュレット一体型）

続けるほどに良さを実感

です。気軽に相談を。

23万9000円が

9万8000円

（税別）

希望小売価格

バスに加え、ＴＯＴＯト

限定

２台 TOTO 新型ZJ

イレが２日間限りの特価

便座の継ぎ目なしで
お掃除ラクラク！

（日）、前回好評の水回り

※標準施工費35万円～ 45万円
（税別）

とめてリフォームがお得

施工は内装専門店の

□掃除楽ラクなめらかバスタブ＆うつくしフロア

17

する高品質な製品です。

44万8000円

【標準設備】□浴室＆浴槽まるごと保温でポカポカ

フ ェ ア が 開 催！ 「 ト ク

高 い 自 社 技 術 を 誇 る、

110万2850円が

（税別）

（シンプルプラン、1616サイズ）

希望小売価格

で登場します。

ラス」で人気のキッチン・

トクラス システムバス
「エブリィ」

10

16

●

〔益城町安永825-25〕

坪井川

※標準施工費20～25万円
（税別）

広安
小学校 文

魅力です。隣接する松音

29万8000円

□使いやすいシンプル
な大容量収納

こと間違いなしです。

73万100円

（税別）

（シンプルプラン、2550サイズ）

希望小売価格

限定
２台

17

トクラス システムキッチン
「Bb」□人造大理石カウンター

235

リラッ熊整体院

益城整形外科

寺内の納骨堂ともに残り

限定

日・ 日、
お年玉価格のトクラスフェア

16

高いデザイン性と機能性で人気の
「トクラス」
製品が特別価格の２日間です

１月

※写真はすべてイメージ

リフォーム

２台

扌 リラッ熊整体院

通常7000円→6500円（税込）に！

至健軍

{hori@itcstg.jp

（全身ほぐし、
リンパ流し、ツボ押し、フーレセラピー）

検索 ←

ランチは
「八伍邸
（中央区上通町5-41、写真）
」
講師は同オフィスの堀 聡知さん
※保険募集人・参加経験がある人はご遠慮ください
※個人情報はセミナー運営のためにのみ利用

＜12＞

疲れに“全集中”でアプローチ

初回使える500円引き券進呈

九州自動車道

下記連絡先まで（受付：平日9時 ～17時）

目からウロコの知識が満

【定員】最大５人※感染症予防対策により少人数開催
氏名・年齢・携帯番号・参加希望日時を
【申込】

載です。セミナー後はラ

ンチと一緒に質問ＯＫ。

【会場】八伍邸 【参加費】無料 ※参加は女性のみ

土曜日

健康

完全予約制、新規限定

（例）人気№１
「基本矯正コースジャスト130分」

身体の不調を１度で解

代の女性から

50

■リラッ熊整体院

※初回のみ1回限り、
Ｒ3.1.13～3.13まで

意外と簡単に始めら
れる運用法って？

代～

人気のランチ付きマネー

セミナーが開催です！

積立ＮＩＳＡや確定拠

出年金（個人型＝イデコ・

企業型）保険など、おす

すめの運用法をアドバイ

ス。聞いたことはあって

もよく分からない、始め

たいけど難しそう…とい

う人も丁寧に説明しても

らえます。プロならでは、

20

1 / 23（土）
・25（月）
・31（日）
11:45 ～
２/14（日）
・20（土）
・22（月）
※15分前～ 受付
３/20
（土）
・24（水）
・28（日）

10120・737・154

リビング読者限定 COUPON

セミナー

リビング読者限定

2021年1月16日

☎096
（285）7683

