リビング読者だけのお得を集めました！
住まい

リビング読者限定
「リビングを見た」での「どか電」購入で

検索←

４月

﹁新茶まつり﹂
特価！

心も体もほっこり温ま

日～５月６日

る緑茶。今年も新茶の季

節になりました。

楽天をはじめ通販でも

のほかの新茶も２割引な

のでまとめ買いにも。お

茶請けには新茶仕様の銅

銭糖もお勧めですよ。

分～午

全国発送も可能です。

営 業 ／午 前 ９ 時

後７時 分、無休 ※税込

◎目玉！「極上知覧新茶」100ｇ 2160円 ⇒1080円
◎その他の新茶 通常価格からオール2割引！
※3240円以上の購入で、配送サービスも実施
（送料一律150円）。気軽に左記まで電話を

塗装

足場代が0円、洗浄代も0円

扌

ウィズホーム 植木

検索 ←

をカットした料金も魅力

自社管理で余計なコスト

高平・Ｏさん邸︻壁・屋根塗装︼

「お客様に一番負担の

的。見積もりは無料、気

壁と屋根の傷みを気にされており︑同社に塗装を依
頼︒ 熱 と 紫 外 線 を は じ き 返 す 遮 熱 塗 装 で ピ カ ピ カ
に︒施主さんも
﹁新築以上の仕上がり！﹂
と大満足

かかる足場代を無料にし

になる箇所の無料点検も

厚いアフターフォローが

ます」と社長。足場代０

あげられます。自社施工・

円・高圧洗浄０円キャン

営業／午前９時～午後６時

ＯＫです。

キャンペーン継続中

ペーンを継続中。さらに

住所／北区植木町舞尾５

美容

％値引きです！

豊富な施工例
はＨＰを↓

熊本

17

クーポン提示で通常料金

デコルテ、
ジルスチュアート、
アディクションも勢ぞろい

「アミュプラザくまもと」
に
「コーセー」専門店！
ALFLEUR（アルフルール）熊本店
オープン記念＆読者特典が素敵すぎ！

を専門に取り扱っていま

す。心躍る豊富な品ぞろ

日
（金）
開業のア

えに加え、一気にお試し

４月

ミュプラザくまもと。コ

＆購入ができちゃいま

ラ ー の 新 作 も た く さ ん。

スメ好きは、１階の「ア

素肌の悩み、メイクの方

す。みずみずしい春夏カ

同店ではコーセーが展

法なども気軽に“美容の

◀①

②8800円（税込）以上購入する
と、さらに「デコルテ」
オリジナルポーチプレゼント

23

メイク、スキンケア、ヘア
ケアブランドも取り扱い

※数に限りがあります。なくなり次第終了です。

■DECORTE・Predia
①3300円（税込）以上の購入で
「フィトチューン」ホワイトスキン
ケアサンプルセットをプレゼント

ルフルール」
（熊本初出

開する、高品質な「デコ

5月5日（祝・水）まで！ オープン記念イベント

店）をぜひチェック！

ルテ」
、ナチュラルな
「プ

プロ”
に聞いてみて。

豪華プレゼントもお見

レ デ ィ ア 」、 キ ュ ー ト な

性的な
「アディクション」 逃しなく＝左記。

発色が良く、個性的なカラー展開で人気のアディクション
「ザ アイシャドウ」。好きな色を選んでパレットも作れます

「ジルスチュアート」
、個

・デコルテ
・プレディア
・ジルスチュアート
・アディクション
画像はジルスチュアート
2021サマーコレクション

▲③
◀②

③LINE登録で
美容液サンプルプレゼント
■JILL STUART（限定100個）
4400円（税込）以上購入すると、
オリジナルミラープレゼント

ジルスチュアートプレミアム▶

シックな空間でキレイを楽しみましょう！
至市電のりば

リビング読者限定 COUPON

ルー
ニィ

■ALFLEUR
（アルフルール）熊本店
クーポン持参でカウンセリングをした人に

お肌に合わせたスキンケア
扌
サンプルを進呈！
Ｒ3.4.23～5.5まで

●ゴンチャ

●

ALFLEUR
（アルフルール）
アダム
エ ロペ
至肥後よかモン市場

ハローデイ

10120・325・780

10

から

至東バイパス

豊富な施工事例は同社のＨＰで↑

☎ ０９６（３７８）７１６５

● 生協
ローソン

全国にたくさんのファン

第二
P 駐車場

至県庁

●

● ●

会場／ TOTO YKK AP熊本
コラボレーションショールーム
開催／ 10:00 ～ 17:00
問／（株）笠井産業
住／ 西区蓮台寺5-8-20
営／ 8:00 ～ 18:00、
日祝日・第2土曜休

※R3.4.14～先着5組に限る

10

山麓園

（株）ウィズホーム

10％値引き

☎０９６（２８８）１９６５

平成さくら通り

TOTO
YKK AP
ショールーム

公園

例：ザ・クラッソ／クリスタルカウンター
シンラ／浴室暖房換気乾燥機
「三乾王」

平成駅
サンリブシティ
くまなん

琴平通り

30

通常の塗装料金から

８９ノ１

豪華グレードアップ特典あり

TSUTAYA ●

30

住宅塗装を契約し、クーポン提示で

同社の塗装が選ばれる

掲載の水回り商品成約で

他社で断られた経験か
ら、出窓に雨戸はムリ
と諦めていた熊本市の
Ｉさん。同社に相談し
「マドリモ耐風シャッタ
ー」を設置。雨風の不安
も解消されました



平成大通り

リビング読者限定

※同社の施工例

山麓園

リビング読者限定 COUPON

のは、信頼と技術で積み

これまでの経験値から家それぞれ
に合った提案を行い、納得のうえ
で施工。「想像以上の仕上がり」と
の声も多く、追加工事の発注や知
り合いを紹介…など、施工主と長
いお付き合いとなるケースも多数

を も つ 同 店 が、“ 熊 本 の

皆さんに美味しい新茶

台風対策は今がオススメです！

約半日で完了

﹁かんたんマドリモ﹂

１日で完了

●モットーは「一度のお手伝いで、
一生のお付き合い」

﹁かんたんドアリモ﹂

※2020年4月～2021
年 3 月 の 販 売 数（ 絶 対
数）
・前年伸長部門

お茶とグルメの杜

■ウィズホーム

重ねた実績、すぐに駆け

Ｇｏ Ｇｏリフォーム王︵株︶
笠井産業

アフターコロナでもカ

ない、水回り＆ドア・玄

ギ と な る“ 安 全・ 快 適・

で幅広く手掛ける笠井産

関の最新アイテムを実際

清潔”な住空間に欠かせ

業では、２日間限定の相

【YKK AP】安全・快適な暮らしはドア&窓から

●豊富な施工実績＆提案力
YKK AP主催 MADOショップ
「シャッター・雨戸部門」
九州1位・全国2位

※R3.4.16・17のリフォーム相談会来場限定

に見て・試しながら、
“わ

が家のベスト”を提案し

てもらえます。

誰もが憧れるハイクラ

スのキッチンやバス、新

登場のトイレなど、フェ

アならではの特価も大き

さらに「ここまで快適

なメリット。

さが激変するとは！」と

の声も多いドア・窓のリ

フォームは、豊富な施工

実績がなせる技。ぜひこ

の機会に、お家のお困り

ゴトを丸っと相談しては

いかがですか？

笠井産業が選ばれる理由

小さな修理から大きな工事まで
親身に対応。フェア特価に注目！

公共工事

談会を開催。

美しい・使いやすい・きれい。毎日きらめくキッチン
【Point】◎余分な凸凹や隙間のない美しいデザイン
◎キレイ除菌水＆タッチスイッチ水ほうき水栓＆すべり台
シンクなど、清潔・便利な機能が満載

春はリフォームのベス

トシーズン！

から一般家庭のＳＯＳま

システムキッチン
「ザ・クラッソ」

● ハンズマンP

ローソン ●

年・屋根に

ファーストクラス浴槽と楽湯で極上のやすらぎを
【Point】◎光の加減で表情を変える、パールのよ
うな上質な人工大理石の浴槽 ◎肩楽湯・腰楽湯
の同時使用で、たっぷりの湯が心地よい刺激に

お茶の山麓園

つける地元企業の安心

【Point】 ◎タンクをキャビネットに
隠しインテリアの一部に ◎柔らかフ
ロアライトで夜中の暗いトイレも安心
◎便器が床から離れているので掃除も
楽ラク

266

● ハンズマン

感、壁には

2月に登場したばかり。インテリアを
楽しめる住宅用
“壁掛トイレ”

ゆめタウン
● はません
東バイパス

● 洋服の青山

浜線健康
パーク

は５年の保証が付いた手

17

NEW

浜線バイパス

●
快活
CLUB

を！”との想いから年に

希少な極上品の知覧茶

至西熊本

至市街
57

16

最新トイレ
「FD」

一度のセールを開催。

※税込

〔東区画図町所島584-12〕

４月 日
︵金︶
・ 日
︵土︶ＴＯＴＯの最新水回り×ＹＫＫ ＡＰの安心・安全な窓＆ドア

リフォーム

Ｒ3.4.17～5.6まで

は、毎年数日で完売する

51

施工力重視！ 快適リフォーム相談会

システムバス
「シンラ」

3.6

Ｋｗｈ
﹁どか電﹂ 万７０００円

詳細↑

内容＝本体・充電器・インバータ
︵蓄電池の電力を出力︶

時間分︑

50 51

移動型蓄電池

時間分︑
ＬＥＤ照明 時間分

スマホ２００台分︑テレビ

冷蔵庫
38

こでも使えるから、キャ

ンプなどにも便利です。

確認できます。問合せは

営業／ 9:00～17:00、日祝休
住所／東区下南部1-3-130

防災用・自然災害・
一般用電力供給に

今話題の、停電時も電

電話・ファクス・メール

kzf.biglobe.ne.jp

詳しい情報はＨＰから

気を使える新開発大型蓄

【メール】suntechno@

で受付中です。

☎096（285）
4387
D096（285）
4397

電池「どか電」。激化する

災害に備えませんか。

家庭用１００Ｖコンセ

ントで充電でき、ラジオ

やテレビ、ＬＥＤ照明な

ど幅広い電化製品に電力

を供給できます。蓄電量

も３・６ｋｗｈと大容量。

災害対策として心強いの

はもちろん、移動式でど

問合せ／電話・FAX・メール

検索←

＜12＞

極上知覧新茶が半額1080円

通常300円⇒250円
ので早めの来店が◎。そ

サンテクノ

R3.4.14～4.30まで

注文時に「リビングを見た」と
伝えると
リピーター続出の

新茶ソフトクリーム

住まいの空調・電気設備パートナーサンテクノ

土曜日

食品

リビング読者限定

いつでもどこでも使える蓄電池

日本製マスク50枚
（6600円）を
プレゼント！

2021年4月17日

住／西区春日3-15-26
アミュプラザくまもと1階
営／ 10:00 ～ 20:00
※画像はイメージ
※価格はすべて税込

☎096
（288）
4601

