リビング読者だけのお得を集めました！
スクール

リビング読者限定

体験レッスン ※税込
通常 1100円 ⇒ 550円

フレイヤ

検索←

熊本

１パック 個入り
ボリュームも◎
味を、お得なまとめ買い

でどうぞ。ギフトにも 最

適なネットショップも。

時～午後７

住所／北区室園２ノ

営業／午前

☎ ０９６︵３４５︶５９２２

今年のＧＷはお家で餃

清水工場＆近見販売店で

時、無休、駐車場あり

ＧＷキャンペーンを開

近見販売店
（平田交差点そば）

子 パ ー テ ィ ー を！ 「 弐

催。クーポン持参で、看

☎０９６︵３２３︶７４２２

住所／南区近見３ノ９ノ１

ノ弐」の餃子を販売する、 清水工場

板商品の生餃子３パック

量の糞害と深夜早朝の鳴

に申請するか、孵化から

き声が毎日続きます。そ

成鳥になる約２カ月間待

繁殖期で勢いを増す鳩

のうえ年に５、６回産卵

つことに。その間は、大

被害。いつの間にか巣を

されます…。被害が軽い

︹第５話︺
鳩が巣を
作ってしまった時

作られてしまったら…対

うちにプロに相談して！

処法をご存知ですか？

巣に卵がなければ撤去

ＯＫ。ただしダニや感染

症 に 注 意 を。「 妊 婦 さ ん

や高齢者、アレルギー体

10120・810・226

営／ 9:00 ～ 18:00、日祝休
住／北区武蔵ヶ丘9-2-58
熊本市内・近郊 現地調査無料です！

受託／
（株）総合プラント

身の家計管理についても

テレワークの働き方や自

力としてのスキルが徹底

予定先で働けるから即戦

践研修では、実際の就職

知 識 や Ｐ Ｃ 基 礎 に 加 え、 のも魅力です。最後の実

レクチャー。さらに、履

人。右下

託事業で、働き方を見直

画像はポスターの一部

収入を得ながら、スキルアップと就活
が同時にできる！ 第１回は６月開講

新型コロナウイルスの

定員は各回

求職者向け再就職支援プログラム
【応募から雇用までの流れ】
Step1

座学研修（20日間）

Step2

実践強化研修（50日間）

紹介予定の派遣先企業で働きながら学びます

Step3

直接雇用として継続就業

応募

市立
体育館前
電停

●砂取小

マックス バリュ●

至熊本IC
熊本銀行●

オリジナルボールペン
扌
プレゼント！

（雇用・労災・健康・厚生・介護）

●締切／第１回定員20人（定員に達し次第受付終了）
●対象者／熊本県に在住の求職者（学卒未就職者含む）
●応募方法／下記QRコードの応募フォームより申込み

東バイパス

■総合プラント
説明会参加時にクーポン提示で

休日／土日祝日
待遇／社会保険完備

※Step②間は各実修先による

※雇用条件については各企業による

リビング読者限定 COUPON

Ｒ3.4.28～5.20まで

給与／月額16万円

（時給1000円＋交通費補助あり）
・社会人基礎を学ぶ…自己分析、ビジネスマ ※8時間×20日勤務
ナー、家計管理とライフプランなど
時間／9:00～18:00（休憩60分）
・職業別研修………業界知識、PC操作など

県庁

10120・737・031

歴 書 作 成 や 面 接 の 指 導、 的に学べますよ。

検索←

してみませんか。

上熊本駅

たいでんトラスト

20

影響で離職を余儀なくさ

パナソニック
●
リビングショウルーム熊本

杉塘

質の方はお控え下さい」。

本妙寺入口

トヨタ
自動車
●

会場／パナソニックリビングショウル
ーム熊本（西区花園1-5-5）
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
第2・4土曜、
日祝休
営／9:00～18:00、

ＱＲコード、もしくは電

※1家族1セット、R3.5.8・9（2日間）

ジョリーパスタ ●
市電

2本セット プレゼント

県立総合体育館
●

雇用企業とのマッチング

現給湯器の種類、基礎の有無等で価格は変動します

研修では、まず自己理

岱電トラストグッドホームは
熊本県マンション管理組合連合会賛助会員です

れた皆さん。熊本の雇用

同社工務の堀田さん

産 卵 さ れ て い た 場 合、

コミュニケーションリモコン
＋脚部カバー付き

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！

話で気軽に問合せを。

お昼に湯沸し。太陽光発電に
嬉しいソーラーチャージ機能！

施工例は←

33万7700円（税込）

まで、一人ひとりに寄り

【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

商品価格＋標準工事費

委託／熊本県

添った支援が受けられる

32万7800円～

問合せ

“熊本で正社員”にこだわって働くなら

解を深めて自分に何が向

マンション用システムバス 0.75坪

検索←

ハト対策防衛隊

製造・物流・IT・介護・BPO・コールセンターへの再就職

セミナー

いているかを分析。業界

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

ハト対策防衛隊

R3.4.28 ～ 5.11まで

ずっと執着されますよ！
※第6話は5/15号予定です

弐ノ弐の餃子は自宅でも簡単においしく焼けるの
で、お家ごはんにぴったり！

「鳩被害」の悩みはココへ！

をプレゼント！

を熟知している「総合プ

41万2500円～

22

駆除

自分でできる鳩対策
情報【保存版】

ラント」が行う、県の委

戸建用システムバス 1坪

10

検索←

弐ノ弐 通販

リビング読者限定

鳥獣保護法により無断で

案内できます」
。クロス・

メーカー安心保証10年

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～

16

弐ノ弐 清水工場・近見販売店

餃子屋

扌

「リビングを見た」
で現地調査を依頼すると

撤去できません。自治体

フローリング・内窓、屋

パナソニック エコキュート

HE-NS37KQS370ℓ フルオート

オリジナルボールペン

５月８日（土）・９日（日）は相談会。戸建て・マンションの人気水回りが特価に！

＂来週開催＂パナソニック人気水回りフェア

術者も常駐するので工期

根・壁塗装工事、サンル

26万9500円

「リビングを見た」で
相談会で見積を依頼した人に

格より安くなるかも。技 「 事 前 予 約 で 優 先 し て ご

や工事費の質問もできま

ームやウッドデッキなど

基本工事費目安
（税込）

バス・キッチンの基本工事費目安はこちら

・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

リビング読者限定

岱電トラストグッドホーム

工期にズレなくアフターも丁寧
地元の頼れるリフォーム専門店

す。
“技術のパナソニッ

メーカー安心保証5年

ク”の魅力を、ぜひショ

パナソニック アラウーノＳ160
タイプ1 ラクテク！
NEW!

・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」

限定
5台

拭きで掃除ができる人気

86万4600円（税込）

のエクステリアの相談も

気軽にどうぞ。

限定
10台

の「ラクテク」製品が特別

※不要分は外せます。
その分価格は安くなります

◎酸素美泡湯 ◎カビシャット暖房換気乾燥機
◎安心ハンドバー ◎握り兼用スライドバー
◎壁柄25色 ◎スゴピカ保温浴槽
希望小売価格
171万5340円

５ 月 ８ 日（ 土 ）・ ９ 日

岱電おすすめプラン

（日）の相談会は、嬉しい

感染症対策に配慮し

49.6%
オフ

ールームで体感を。

戸建用・ 坪タイプ

1

価格に。不要なオプショ

パナソニックバスルーム オフローラ ラクテク！

ンは外せるので、掲載価

86万5700円（税込）

汚

希望小売価格
197万5528円

大盤振る舞いです！

◎10年ファン掃除不要ほっとくリーンフード
◎昇降ウォール ◎食洗機 ◎扉色17色
◎3口IHコンロor 3口ガスコンロ

が１０００円
︵税込︶。生

1万1000円 ＊税込

1レッスン 2750円/タイ式・ヨガ・男性講師も
お得な回数券
（5回分・10回分）もあります

れにくく、汚れてもひと

※不要分は外せます。
その分価格は安くなります

餃子が売切れの場合は冷

便利な上通アーケード内＆少人数制で安心

●1カ月通い放題

低金利リフォームクレジット、各種カード、
Ｐａｙ Ｐａｙ
支払いできます（利用条件あり） ※写真はイメージ

岱電おすすめプラン

56.2%
オフ

凍生餃子になります。

詳細は
こちらから↓

リフォーム

パナソニックシステムキッチン
ラクシーナ 255ｃｍ ラクテク！

ひとつ食べるとまたす

ぐに食べたくなる自慢の

ポーズが難しい・体が

硬いからムリ・女性のス

ネットショップ

＜26＞

GW特価、生餃子3袋が1000円

1000円（税込）

※クーポン1枚で1セットのみ ※生餃子が売切
れの場合は冷凍生餃子 R3.4.28～5.9まで

ムリのない動き＆

マッサージで
“整う”

保育資格者による託児（予
約制）もあり。レッスンス
ケジュールはインスタで⇒

ポーツ…そんな“ヨガ”の

住所／中央区上通町7-5
上通KⅡビル3階
※1階はストーンマーケット

“１人で行う自己整体” イメージが変わります！

とも言われる、タイ式ヨ

ガ。約１年前にオープン

したフレイヤでは、プラ

イベートレッスンに近い

形で、楽しく＆効率的に

ストレッチ↓足指をほ

受講できます。

ぐすマッサージ↓体幹を

使ったポーズで、自分の

体と向き合いながらダイ

エットや不調改善へ…。

☎ 096
（273）
6865

通常1500円→

土曜日

食品

餃子セット
（生餃子3パック）

Freyja（フレイヤ）

タイ式ヨガ

体験時の託児利用も無料
（要予約）
Ｒ３.5.1 ～ 5.31まで・予約制

【体験＆見学予約・問合せ】

リビング読者限定 COUPON

■弐ノ弐 清水工場・近見販売店

ヨガでもう悩まない体作り

予約時に
「リビングを見た」
と伝えると

2021年5月1日

県庁通り
セブン●

●

総合プラント
至電車通り

【問合せ・座学研修場所】
住／中央区神水1-38-10
受／ 9:00 ～ 18:00、土日祝休

10120・377・017
応募は同社HPの
専用フォームへ→

