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
【平日限定】フェイシャルトリートメント
内容／毛穴の洗浄＋ハリ小じわケア＋
高濃度ビタミン導入
通常1万4000円→9800円！
※要予約

扌

エイジングケアサロン
エンビロン正規店

Re mine（リマイン）

リマイン

種以

今まで数々

電子看板を活用できて

を 先 着 １ ０ ０ 人 に 進 呈。

女性客増加 映像企画法」

れた同社の「電子看板で

は気軽に相談を。

いますか？

目からウロコの情報が盛

愛されるお店とは何

の売上アップに貢献して

「電子看板 」
の設置
で売上が変わる！

きた同社では、思わず足

りだくさんですよ。

か、端的かつ的確に書か

を止めて店に入りたくな

検索←

足場代無料。熟練
の職人が責任施工
「見違えるほどキレイに

なった！」と仕上がり満

足度も抜群です。

時、無休

営業／午前８時～午後６

褪せ…。塗り替え費用を

住所／東区画図町下無田

屋根や外壁の汚れ・色

抑えたいなら、同社に相

１４３２ノ

０１２０・８８・７３４３

談してみてください！

自社直売で仲介業者や

二 次 業 者 を 介 さ な い 分、

低価格を実現。さらに足

「手仕事だからこそ信頼できるかどうかが大切。相見積
もりも、
ぜひ行ってみてください」と同社代表の福吉さん

生まれ変わる古い家具の価値
家具リフォーム本舗
kagureform-honpo

検索←

愛着があるからこそ

永く使いたい

桐ダンスは
50

余年愛用

され続けたもの。お客さ

まの要望に合わせたリフ

によって納期や料金が異

見積もりは無料。状態

なるので、まずは電話で

ォームを行っています。

ています。愛着があるか

昨今、家で使い込んだ

らこそ、しっかり永く使

気軽に問い合わせを。

古い家具の見直しが増え

いたい。家具リフォーム

本舗は、そんな思いに応

えてくれます。

ビフォー

カレーパンや惣菜、甘

味ほか、厳選具材

上から選べる新登場の

ぞろえですよ。

慌ただしい新生活
にお助けごはん！

営業 ／午前９時～午後 ９時

春は自律神経が乱れや 「おむすび 蔵ら」も人気。

元気があふれるスパイス

すい季節。予防・対策に、 軽食・夕飯にも心強い品

カレーはいかが？

☎０９６
（３７２）
７５３０

る“仕掛け”を考えてくれ

ま す。「 目 と 耳 を 惹 き つ

ける光や音楽、言葉選び

10120・737・031

香辛料とりんごがたっ

ぷりで栄養満点。ルーは

肥後地酒「赤酒」を隠し味

世安交差点

年以上愛用されて

肥後銀行 ●

15

写真のソファは海外製

3

至水前寺

扌

で、

タカラ熊本 ● ● レクサス
ショールーム

場代が無料なので、純粋

キッチンorバス成約で

きたもの。革を張り替え、

■岱電トラストグッドホーム

会場／タカラスタンダード 熊本ショー
ルーム（中央区世安町356-1）
開催／ 10:00 ～ 17:00
問／岱電トラストグッドホーム
熊本営業所／ 東区小峯2-6-12
営 ／ 9:00 ～ 18:00、 第2・4土 曜、
日祝日休 ※写真はイメージ
たいでんトラスト
検索←

本体を補修し、新しく生

32万7800円～

【基本工事はここまでやります！】解体工事・撤去工事
・給排水配管工事・土木工事・電気工事・仕上げ工事

至熊本市街
ニッポン
レンタカー
● ● エネオス

が重要です」と福本社長。

マンション用システムバス 0.75坪

受付／9:00 ～17:00

住／東区尾ノ上1-10-17

修理

※見積もりをした先着５人限定

まれ変わりました。

リビング読者限定 COUPON

13

携帯ストラッププレゼント

マンション用システムキッチン255㎝
21万7800円～
キッチンパネル貼り別途

同社工務の堀田さん

現給湯器の種類、基礎の有無等で価格は変動します

福吉建設工業

「リビングを見た」で

41万2500円～

対応の早さは責任
と信頼の証。分か
らない事は何でも
お尋ねください！

な塗装作業料で見積もり

をしてくれます。

平米単価で計算！
●外壁塗装 ●屋根塗装
●鉄板塗装 ●防水塗装
※一般的な戸建て住宅（2
階建て）の場合、作業終
了まで約7日～ 14日程度

日曜・祝日休

（株）福吉建設工業

R3.4.7 ～ 5.7まで

1

1 0120・888・688

仲介なし。
塗装屋に直接相談を

駐車場と塀の
高圧洗浄サービス

【見積もり・相談無料】

人の行動を研究している福本社長が記した集客論
https://www.soutaro.jp より購入可

塗装

「リビングを見た」
で
成約特典として、施工時

20

検索 ←

メディアインターナショナル熊本

リビング読者限定

戸建用システムバス 1坪

・インターホンリモコン
セット ・脚部カバー付

（株）メディアインターナショナル

リビング読者限定

年以上の一級

しみ
（商品＋標準工事費＋税） お楽

「コロナ禍以降伸び悩ん

で い る 」「 ど う し て い い

※個人情報は冊子の発送
とＤＭのみに使用

戸建用システムキッチン 255㎝
キッチンパネル貼り別途
27万5000円～

施工例は↓

驚きの大特価！ 来場時の！

R3.4.7～4.30まで

FAX 096(365)1794

職人歴

◦EHP-3703BX フルオートタイプ
希望小売価格 91万9600円
（税込）

※税込

プレゼント応募方法

揚げ物類は、サクサクジューシーな揚げたてで提供し
てくれます※現在テイクアウトのみ、写真はイメージ

売上に悩んでいる人必見！

※応募はＦＡXで、下記参照

①社名 ②代表者氏名
③住所 ④電話番号
⑤「リビングを見た」
を明記し、FAXで送信

ゆめマート大江店

販促

冊子
「電子看板で女性客増加 映像
（通常1万円）
企画法」
をプレゼント

技 能 士 が 施 工 す る の で、

日（土）
・ 日（日）は戸建て・マンションリフォーム相談会

同社は見積が詳細で施

められるのも魅力です。

工事の具体的な話まで進

機能性・デザイン性に

日（土）・ 日（日）
の 「配管工事は必要？」等、

優れた２０２１新作モデ

月

ルも体感できます。工務

リフォーム相談会へ！

にくい。魅力満載のタカ

工は工程通り、アフター

ラ「高品位ホーロー」。気

基本工事費目安
（税込）

◦EHP-3703BX-I フルオートタイプ（井戸水対応）
希望小売価格 109万100円
（税込）

※イメージ、
R3.4.10・11来場限定

11

20

リビング読者限定

バス・キッチンの基本工事費目安はこちら

限定 長府製作所 エコキュート
10台 メーカー安心保証10年

電気圧力鍋 3ℓ
プレゼント！

11

10

岱電トラストグッドホーム

「わがままが言える！」頼もしい
地域のリフォーム専門店です

油汚れが水拭きで消え

る、マグネット収納が楽

26万9500円

担 当 者 も 常 駐 す る の で、 も手厚いと評判。任せて

・手洗いカウンター
・床クッションフロア
・壁クロス 付きで
商品価格・付帯工事・税込

そんな人は、４ 「マンションの工期は？」 安心の地元企業です。

・ふたオート開閉
・ふたが閉じてから流れる
「クローズ洗浄モード」

になるけど、実際どうな

の…？

メーカー安心保証5年

NEW

しめる。高級感にあふれ

キズに強く、臭いもつき

デザインも多彩！

限定 パナソニック アラウーノＳ160
10台 タイプ1 ラクテク！

10

くらら

カレーデリ 蔵ら

「リビングを見た」で先着100人に

かわからない」という人

浴室パネルはお手入
れ簡単「ホーロークリ
ーンパネル」です！

新作が見られます。４月

シンプルプラン
・シャワーフック
・ハンドバー
・壁柄12色

5台
限定

品質重視なら
「タカラ」
！ 春の水回りフェア

（税込）

シンプルプラン

に、コクととろみを出し

「おむすび 蔵ら」も好評！
住／中央区大江3-2-40

49万8000円

・3口ガスコンロ
・扉カラー 35色
・アクリル人造大理石
ワークトップ

たオリジナル。小麦粉不

※画像はポスター

0.75坪（マンション用）

※キッチンパネルは別途

使 用 で ヘ ル シ ー な の に、

ろやかな口あたりです。

通常2000円→1500円！

リフォーム

54万5000円（税込）

“日本のカレー”らしいま

今回５周年記念で、平

日限定でフェイシャルコ

時～午後７

フェイシャルオプションの小顔リンパ

◦タカラ システムバス
ミーナ（伸びの美浴室
Ｐタイプ） 1坪（戸建用）

NEW

⇒ 540円 扌

目元のゴルゴ線・口元のほうれい線
まですっきり解消したい人は

＜6＞

テイクアウト
「カツカレー」
540円

【4月8日
（木）
～13日
（火）
の6日間！】
サクサクッ！ ロースとんかつカレー

通常842円

土曜日

グルメ

ゆめマート大江店

※1枚4個まで、
数量限定 ※税込価格

【2021年NEWモデル】NEW

◦タカラ システムキッチン リフィット W2550

■カレーデリ 蔵ら

検索 ←

予約の取りにくい

営業／午前

サロン、
５周年記念！

時、 日 曜 ＝ ～ 午 後 ６ 時、

ースが割引。予約が取り

健康的な美肌を導く「エ
10

医 学 的 ア プ ロ ー チ で、 にくいためお早めに。

ンビロンのサイエンスビ

※税込

☎０９６
（２８５）
５２３０

〔中央区帯山3-18-42〕

火曜休、Ｐ２台

至県庁

ューティー」正規サロン

●

リマイン

の同店。たるみやシワに

セブンイレブン

●●

悩む人にこそ選ばれる秘

密は、オーナーの知識と

さかぐち女性の
クリニック

●

みわクリニック

早稲田
スクール
●
平安祭典

●

フェイシャルプラス小顔リンパ

R3.4.7～4.30まで

技術。特にオールハンド

明光義塾

●

帯山中央病院

●

●

で行う小顔リンパは、「ク

熊本第一
信用金庫

57

帯山小

●

東バイパス
帯山中

●

セになる痛気持ちよさと

術後のフェイスラインが

感動」とファン多数です。
至菊陽

リビング読者限定 COUPON

美容

■Re mine（リマイン）

2021年4月10日

アフター。
ソファはもちろん桐ダンスの変貌にびっくり！

☎096
（387）
7475
☎080
（3371）
1903（中島直通）
●中央区保田窪１-5-36-407

