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2021年4月24日

リビング読者だけのお得を集めました！

土曜日

リビング読者限定 COUPON

今週末は「GW家造り博覧会」

ステキな粗品
※数量限定・1家族に1つ

感 染 症 対 策 に 配 慮 し、

テーブル間隔や換気も十

引越しや自宅の片付け

取って、それ以外はキレ

付くものは、しっかり買

張。不用品の中で値段が

利用してみませんか。

り、自分で片付ける前に、

ます。不用品を手放した

10 ％オフ

（トラック積み放題 通常１万6500円～）
※税込

R3.4.21 ～ 5.31まで

出張での見積りは無

で、書籍や家財道具など

イに回収。片付けの総費

５ ０ ０ 円 ～（ 年 会 費 別

片付け費用

●無料相談会は各所で随時受付、
電話相談にも対応

りません。

を大量に整理しないとい

用がお得になります。買

定期的な除草・点検

また、生活保護世帯や

途）
。住居解体には補助

片親世帯など住居探し相

金や立て替え制度もあり

「今後どうするか考えら

談にものってくれます。

も任せてＯＫです

れない」
「しつこい売却

（詳細は面談にて）
。
頭 の 痛 い 空 き 家 問 題、 ます

依頼に飽き飽き」…。そ

んな人は同センターに電

話を。相談無料、利益に

左右されないＮＰＯ法人

で、賃貸や売却、管理代

行など中立な目線でアド

バイス。法律の専門家に

よるサポート体制で安心

です。管理は、月額税込

リビング読者限定
電話オペレーターに
「リビングを見た」
で

料。貴金属や鑑定が難し

けない。でも、不用品回

取額次第では、プラスで

その場で現金で支払ってくれます

い骨董品も買取ってくれ

収業者に頼むと、お金が

箱詰め、持ち出しもすべてお任せできます

④精算／買取金額から片付け作業費用を差し引いて精算。プラスになった分は、

お金になるものは買取、不要な物は
格安片付けで、総費用がお得に

かかる…、と迷っている

さらに〝不要な物〟と

もらえることも。

緒 に 行 っ て く れ る の で、

人。 ま ず は 一 度、「 コ ブ

事前に片付ける必要もあ

ツマニア」に相談を！

回収サービス〟は、電話

同社の〝不用品買取＆ 〝必要な物〟の分別から一

１本で自宅まで無料出

相談～買取・片付けまでの流れ

「こんな時にご依頼ください」

☎096（369）
0888（受付／平日9:00 ～17:00）

コブツマニア

①電話orメールで問合せ
②無料査定＆見積り／自宅まで無料出張。品物を鑑定し、買取金額を提示
③片付け＆回収／査定で値段が付かなかった物をプロのスタッフが片付け。

・引越し前後に不用品を整理したい
・実家に着物や家具が残っていて、
処分に困っている
・蔵や物置を整理したいけれど、売れそう
な物は、できるだけ高く売りたい
・片付けに、時間も手間もかけたくない
・価値の分からない骨董品がある

東区会場（新外4-6-34）、
中央区会場（大江5-1-1
あいぽーと内）、ほか自宅訪問での相談も可能

分。消毒やマスク着用も

時～午後２

お金をかけずに、賢く片付け＆遺品整理

Ｋｗｈ
「どか電」 万７０００円

検索←

サイドメニューだけでなく、デザートや100%ジュー
スなどドリンクの種類も豊富！

メディアでも話題の「不用品の買取・回収サービス」

51

熊本住宅支援センター

検索←

感染症対策も徹底、
安心して来店を

営業／午前

にもぜひ。

徹底、女子会・ママ友会

メニューとこだわりの焼

バラエティ豊かな洋食

き鳥で人気の居酒屋にて

☎０９６
（３７０）
６６００

時、午後５時～翌０時

買取

ランチ営業が始まってい

〔南区馬渡2-13-3〕

種

内容＝本体・充電器・インバータ
︵蓄電池の電力を出力︶

R3.4.21～5.31まで

セブン

11

移動型蓄電池

一般向け・屋外・イベント・キャンプ・

詳細↑

熊本住宅支援センター

●●

るのを知っていますか？

●

もち吉

メイン料理は選べる

済生会病院
●
東バイパス

やきとり
平成横丁

15

3.6

空き家の売却・賃貸・管理代行
NPO法人

類、＋３００円で小鉢や

平成けやき通り

サンリブ
● くまなん
平成さくら通り

平成大通り

カメラの ●
キタムラ

やきとり平成横丁

古物買取
工事現場・移動販売・防災用に最適

熊本県産米（2kg）
プレゼント！

サラダなどのサイドメニ

ュービュッフェが利用で

きます。日祝ならクーポ

ン持参で、実質無料で食

べ放題にできますよ。

検索←

便利。ソーシャルディス

タンスに配慮して電気を

詳しい情報はＨＰから

気軽に利用できます。

今話題の、停電時も電

確認できます。問合せは

「リビングを見た」で事前予約し相談すると

扌 やきとり平成横丁

Ｒ3.4.21～5.21まで

平成駅

住まい

リビング読者限定

詳しくは右記へ問合せを

気軽に来場を！ゴールデンウィーク家造り博覧会
日時／ 4/24（土）
・25（日）10:00～17:00
会場／クレバリーホーム熊本店
（左地図）
☎096（277）
1955（10:00 ～18:00受付、水曜休）

コロナ対策・防災用
一般用電力供給に

気を使える新開発大型蓄

電話・ファクス・メール

営業/9:00～17:00、日祝休
住所/東区下南部1-3-130

同センターでは、一緒に
県民の住居問題解決を手
助けしてくれる、相談員
ボランティアも募集中

のある２階ホールは明る

続くロフトには、大容量

収納も完備。来客用玄関、

電池「どか電」。激化する

で受付中です。

kzf.biglobe.ne.jp

相談員募集中！

地震からそのまま！

日

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と心強く

移動式でどこでも使える

から、キャンプなどにも

【メール】suntechno@

● ダイキ

住まいの空調・電気設備パートナーサンテクノ

R3.4.21～4.30まで

☎096
（285）4387
D096
（285）4397

※１枚で全員可

●熊本南
警察署

サンテクノ

ランチ開始、日祝は300円引！

ランチ注文時クーポン提示で

月～土：通常より200円引き
日・祝：通常より300円引き

検索←

「屋外・蓄電池 、予約販売中！」

日本製マスク50枚
（6600円）を
プレゼント！

グルメ

■やきとり平成横丁

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

問合せ/電話・FAX・メール

く広々。子ども部屋から

日（ 土 ）・

25

美観を保つ家を体感

４月

29

クレバリーホーム

24

アイランドキッチン等見

〔南区野口３-1-1〕

（日）はクレバリーホーム

西熊本駅

●

どころ満載です。４月

アクア
ドーム●

熊本店で家造り博覧会。

イオン
タウン
西熊本
●

日～５月末まで「ＧＷキ

白川

塗替え不要で経済的な

ャンペーン」も実施。

三陽自動車
学校●

クレバリー
ホーム● 浜ん小浦

〝総タイル〟の展示住宅を

じ っ く り 見 学。 築 ７ 年、

震災後も特別な補修なし

で 美 し く 佇 む 住 ま い は、

頑丈な家造りのリアルな

参考例になりますよ！

間取りも注文住宅らし

く自由で機能的。回遊性

熊本駅

ラウンドワン●

クレバリーホーム熊本店

扌

をプレゼント！

HIヒロセ
●
ドミノ
ピザ●

リビング読者限定 COUPON

住まい

■クレバリーホーム 熊本店
4月24日（土）
・25日（日）
の
GW家造り博覧会に参加すると

プロが査定・鑑定
経験豊富な鑑定士が責任
を持って査定。骨董品や
着物、貴金属、家電など
も、1点１点しっかりと
値段をつけてくれるので
安心です

【買取＆片付けの無料見積り相談】

1 0120・983・947
受付／ 9:00 ～ 21:00、無休
住／南区城南町千町2061-3

古物商許可番号
熊本県公安委員会 第931010002464号
（一般廃棄物収集運搬業許可業者と提携）

詳細はＨＰをチェック
メールでの問合せもＯＫ

