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

家具

■マスミ巧芸社

フローリング

キズ防止業務用フェルト

e-KAGU マスミ巧芸社

をプレゼント！

家具

Ｒ3.5.22～5.28まで

％割引に！

施工料金が通常より

最大

侵入をブロック︒早めの

住所／上 益 城 郡 益 城 町 惣

対応が大切ですよ︒

グルメ

同社のバリア工法なら5年間薬剤の効果が持続、ニオイが
少なく安全性にも配慮。シロアリ診断や見積もりは無料

大津の人気焼肉・2号店がアミュプラザくまもとに！

牧場直営店の味をお店で、自宅で。
リーベ

LIEBE

アミュプラザくまもと店

焼肉

検索 ←

リーベ

炙ったお肉をそれぞれ
の特製タレで…

※掲載ランチには、農園サラダ、ライス、
スープ、キムチ、1ドリンクがついています

﹁リーベ﹂︒アミュプラザ

らではの価格で楽しめる

おいしい和牛を直営店な

て育てた︑４等級以上の

老舗牧場が手塩にかけ

ら︑ フ ァ ミ リ ー セ ッ ト︑

気軽に楽しめるランチか

ンに︒ママ友同士などで

薫り⁝一度食べたらファ

ける肉質︑芳醇な脂身の

わいを提供してくれま

く ま も と に オ ー プ ン し︑ ディナーまで︑確かな味

【店内飲食限定】クーポン提示で、

選べるデザートサービス！
ガトーショコラ、
チーズケーキブリュレ、
杏仁プリン、
ミニソフト
※1枚で2人まで、R3.5.19～6.6まで

す︒個室もあり︑感染症

住／西区春日3-15-26
アミュプラザくまもと7F
営／ 11:00 〜 22:30
※5月末まで20:00閉店
※ランチメニューは15:00まで
※価格はすべて税込

■和牛焼肉リーベ アミュプラザくまもと店

密閉空間での作業を避けるため、クリーニング中は定
期的にお部屋の換気を行う場合があります

熊本市中心部の人も利用

１台２２００円︵税込︶
︒

詳しくはＨＰへ︒

住所／北区清水亀井町

リビング読者限定 COUPON

しやすくなりました︒

また﹁自宅でも楽しみ

たい﹂
という声を受けて︑

対策も徹底しています︒

お弁当やおうち焼肉セッ

仔牛の繁殖から肥育ま

ん〝旨さ〟を追求したリー

トの販売もスタート！

で一貫して行い︑とこと

ベのお肉は︑一度も冷凍

セット 4800円

（ロースまたはカル
ビ・US上タン・上赤
身モモ・豚肉・ウイ
ンナー／3〜4人前）
※2日前までの予約

左記のほかにもあるの

●焼肉バラエティ

されることなくおいしい

1500円

状態のまま︑あなたの元

●焼肉弁当 900円
（右写真）
●カルビ弁当1000円
●和牛尽くし弁当

で︑詳しくはＨＰで︒

検索 ←

お弁当＆おうち焼肉セット

はじめました！

2500円

希少部位を含め7種の部位と特製ローストビーフを
ちょっとずつ楽しめる人気ランチです

へ︒美しい霜降り︑とろ

熊本

きわみ膳

一番
人気

（ランチタイムはご飯、
スープおかわり自由）
“お客様の声にお応えして”

プロの洗浄で頑固
な汚れもスッキリ

ノ ノ１階

営業／午前９時〜午後６

寒い間︑暖房を使い続

けたエアコンはカビや埃

時︑無休

０１２０・３９３・５２ ５

の温床︒冷房を使い始め

る前に︑一度汚れをリセ

ットしませんか︒同社で

はエアコンを分解し奥の

奥まで徹底洗浄︑ウイル

ス対策にもぴったり︒プ

ロの技術で快適な安全空

今ならキャンペーンで

間を作ります︒

料金が値引き︒室外機は

26

☎０９６
︵２８９︶
６４００

⇒ 一律13万2000円

領１８６１ノ３ノ２階

床面積約30坪（54〜100㎡）まで
通常16万3350円〜 ※税込

５月〜７月︑家の周り

（343）
7891【ＱＲからＨＰへ】
☎ 096

クリーンラベル

18

で羽アリを見かけたら要

国道３号線沿い、室園交差点そば。緑の看板が目印
住／北区室園町1-66
（くまもと成城病院前）
営／8:00 〜 19:00 、不定休、Ｐあり

クリーンラベル（株）

R3.5.19～7.31まで

注意︒木部を食い荒らす

【先着30件】バリア工法安心プラン

47

東熊本店

検索←

・焼きすきランチ
・焼きしゃぶランチ
各2100円

今なら︑クーポンで料

（エアコン用）を

サービス（通常2200円）

ダスキンターミニックス

リーベの看板メニュー
をランチ特別価格で。
特選希少部位8種

梅雨前、
エアコンクリーニング

プレミアム抗菌コート

ダスキンターミニックス

奏（かなで） ＊数量
限定
3000円

クリーニング

リビング読者限定
「リビングを見た」で掃除を頼むと

﹁シロアリ﹂に家が狙われ

5月31日（月）の申込みまで
シロアリ予防施工キャンペーン

和牛焼肉

見積もり︑
代車手配

金がお得＆不織布マスク

※クレジットカードでの支払いＯＫ

は無料︒お気軽に

（〜2000kg）6万6600円
・大型乗用車

のプレゼントもあり︒代

（〜1500kg）5万6600円
・中型乗用車

車の手配や見積もりは無

料です︒

3万6600円

（〜1000kg）4万7600円
・小型乗用車

国家資格を持つ整備士

が常駐し︑整備が必要な

所を丁寧に説明してくれ

る﹁車検本舗Ｒ３﹂︒車に

詳しくない人にも︑わか

りやすく説明しながら整

備箇所を相談してくれる

から︑安心して任せられ

ます︒朝入庫で夕方には

完了するスピーディーさ

もうれしいポイント︒忙

しい人にぴったりです︒

クーポン使用での車検料金（税込）

検索←

同社では︑シロアリ予

車検本舗R3

車検本舗R3

ているかもしれません︒

坪までのお

30

防の﹁バリア工法﹂が今だ

万２０００円

13

けお得︒約

坪の家なら最大

47

家が一律

に︒

％引きです︒薬剤を床下

車のトータルケアショップ

※税込、
1枚で1台 R3.5.19 ～6. 30まで

1

へ直接散布しシロアリの

時〜午後７

＋ 不織布マスク（7枚入）プレゼント

さらに現金払いで Ｔポイント３倍！
（通常100円毎に１ポイント）

●エアコン内部洗浄
1台 6600円
２台目以降 5500円
●お掃除機能付きエアコン
1台 1万4850円
2台目以降 1万3200円

営業／午前

軽自動車は車検3万6600円

通常価格から 4400円割引

キャンペーン料金
（税込）

10

30

＜10＞

バリア工法でシロアリ予防！

ダスキン台所用スポンジ
1個プレゼント！

車検

クーポン持参で

・軽自動車（自家用）

時︑水曜休︵祝日は営業︶

住 所 ／北 区 龍 田 ７ ノ １ ノ

☎０９６
︵３３８︶
７０２１

リビング読者限定 COUPON
■車検本舗R3

上／ウォールナット無垢材のダイニングで笑顔あふれる
Ｉさんご一家︒新築の場合は図面を持参のうえ相談を

年の老舗﹁ｅ︲
60

東熊本店限定
「リビングを見た」で見積をすると

R3.5.19～5.31まで

暮らしを豊かにする
いい家具を探そう！

創業

ＫＡＧＵ マスミ巧芸社﹂

では︑団らんに欠かせな

いダイニングセットが

続々と入荷中です︒

憧れの無垢素材や省ス

ペースでおしゃれな半円

形︑和テイスト⁝と素材

もサイズも多彩︒プロの

アドバイスで﹁予算以内

で希望以上のものが見つ

かった﹂と評判です︒

68

外観から想像もつかないほど広々した店内。
熊本大学から旧国道57号線を車で10分

検索 ←

マスミ

土曜日

害虫駆除

リビング読者限定

新作ダイニングで幸せ時間

「リビングを見た」で家具を購入すると

2021年5月22日

開放的な店内。換気もばっちり

☎096（328）
5000

