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

教育

リビング読者限定
適職診断シート

就職塾

②就活生や保護者向け

就活・就職小冊子

キャリアカレッジ熊本

雇用労働研究社

Ｒ3.5.26 〜 6.26まで

城彩苑内・桜の馬場店

はセール対象外です︒

ゆめマート大江店

☎０９６
︵３６３︶
７５３０

営業／ 午前９時〜午後９時

化学調味料不使用
で漬け込んだ名品

贈答用に重宝される同

サンピアン店

店の﹁赤酒めんたい﹂︒切

れ子特売は︑わが家でも

営業／ 午前 時〜午後８時

足場代０円・高圧洗浄

ーも万全︑自社施工・自

な施工でアフターフォロ

もＯＫなので︑まずは話

０円キャンペーンを好評

社管理でコストを削減し

腕利き職人による確か

継続中︒さらに読者はク

た良心価格も魅力です︒

住所／北区植木町舞尾５

を聞いてみませんか！

ーポン提示で通常料金か

営業／午前９時〜午後６時

家の大小に関係なく
足場・洗浄代無料

％値引きです！

同社の塗装は〝完全防

ら

８９ノ１

早めの注文が

直 送 な の で 鮮 度 が 良 く︑

いしい！

おすすめです︒

らす家族や友人に︑熊本

お届け︒通常４９８０円

甘くて︑
とびっきり
のおいしさ

ラン目利きが厳選して詰

がリビング限定で４５８

リビング読者限定
「リビング熊本1624」
で

「メロン＆スイカ詰合せ」を注文すると

通常4980円→4580円

＆ 送料無料！

とっぺん市場

検索 ←

大好評の詰合せ

熊本が誇る名産品︑高

０円＆送料無料︵一部地

﹁アールスメロン﹂は糖

届いてすぐに食べてもお

貴な香りと口の中でとろ

域 除 外 ︶︒ 毎 年 注 文 が 殺

の味を届けませんか？

ける舌触りの﹁アールス

到する人気商品で︑今年

熊本の2大名産品が1箱に
入った、うれしい詰合せ

合せ︑市場直送で全国に

メロン﹂と︑薄い皮ギリ

度と驚きの甘さが特
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ギリまで糖度がのった

度

徴︒また
﹁小玉スイカ﹂
は

洋服の青山

検索 ←

気軽に食べるチャンス！

上 質 な 旨 さ の 秘 密 は︑ ☎０９６︵３８０︶７５３０

水塗装〟と〝熱と紫外線を

☎０９６︵２８８︶１９６５

シャリ感と糖度のバラン

も注文を受付中︒贈り物

にも喜ばれること間違い

﹁小玉スイカ﹂︒

田崎市場内﹁とっぺん

熊本中央病院

（担当／堀田）

ひまわり 雨もり

芳醇な香りの肥後地酒

〝赤酒〟など︑こだわりの

弾き返す遮熱塗装〟の工

事を行なっており︑普通

の塗装とはまったく異な

︵株︶ひまわり

スが絶妙︒どちらも市場

なるべく自己負担の少な

とっぺん市場

なしです︒気軽に行き来

い方法で提案できるのが

送料無料「濃厚で甘いメロン＆小玉スイカ」

ができない今︑離れて暮

施工は低コストリフォ

強みです︒雨どい掃除か

☎070(3320)1212

●東区新生・Nさん邸【屋根塗装】

錆びているところを下地処理して錆び止めを行い、
下地・中塗り・上塗り塗装でこのツヤに！
熱と紫外線を弾き返す遮熱塗装を使用

昨年大好評！ ギフトにも最適な熊本の名産品が旬真っ盛り

食品

市場﹂では︑旬真っ盛り

ームを推奨しているリフ

らリノベーションまで幅

豊富な施工例
はＨＰを↓

検索 ←

ウィズホーム 植木

※R3.5.26〜先着5組に限る

のメロンとスイカをベテ

ォーム店﹁ひまわり﹂︒施

会場／トクラス熊本ショールーム
（南区幸田1-7-19）
開催／ 10:00 〜 16:00
問／（株）ひまわり
営／ 8:00 〜 18:00、日祝休

（株）ウィズホーム

10％値引き

②事前情報でスムーズ
な打合せ・最適な提案
知りたいこと・要望を
予約時に伝えると◎

足場代が0円、洗浄代も0円

通常の塗装料金から
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1本売りの明太子は贈答用にぜひ。特売の「切れ子」は
売り切れの場合があるのでお早めに！ ※イメージ

塗装

住宅塗装を契約し、クーポン提示で

り ま す︒ 見 積 も り 無 料︑

工管理技士・リフォーム
●

田井島 ●
交差点
旧浜線

流通団地
入口

浜線バイパス

●●●

東バイパス

トクラス
熊本ショールーム

…をプレゼント！
R3.5.28〜5.30（3日間）

浮池歯科

サウンドシャワー
キッチン：トクラス製
水切りかご
（１万円相当）

平成とうや
病院

【成約特典】
バス：浴室で音楽が聴ける

●展示場来場時は、
事前予約がおすすめ
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リビング読者限定 COUPON

気になる箇所の無料点検

日
︵金︶
・ 日
︵土︶
・ 日
︵日︶
開催︒﹁使えるはずの保険︑
見逃していませんか？﹂

リニューアルしたてのシ

【実例② 屋根】屋根の台風被害
➡71万円の保険金を受け取れました

ゆめマート大江店・ゆめタウンサンピアン店

■ウィズホーム

忙しい人も希望の時間で見学
OK。感染症対策も徹底

至近見

スキダマリンク
の塩パンを
プレゼント！

日︵金︶〜 日

➡

平成大通り

＊このクーポンを
持参して下さい

調味液に１２０時間漬け

〔東区上南部2-2-2〕

①希望の時間帯で見学、
専門スタッフが対応

リビング読者限定
【来場特典】

30

【実例① キッチン】シンク排水の水漏れ
➡51万円の保険金を受け取れました

保険適用になる可能性
あり。まずは相談を
※保険適用は条件があります

５月

見逃していませんか？
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28

➡

火災保険

☑雨どいが壊れている
☑雨漏りしている
☑屋根が壊れている
☑トイレが詰まった
☑水漏れしている

広く対応︒保険適用にな

お家リフォームで
使えるはずの

取引販売士・自然災害鑑

※価格は全て税・組立費込、 その他工事費別途

ョールームで実際の製品

（ECO5・BC B1）

3万9990円（税込） 5万9990円（税込）

︵日︶︑トクラス熊本ショ

LIXILベーシア
シャワートイレ

る か の 診 断 は 無 料 で す︒

限定
2台

定士などの資格を持った

パナソニック
AW.MX

ールームで人気シリーズ

Ｗ７５０・３面鏡くもり止めＬＥＤ付

高機能温水洗浄便座付き

限定 人造大理石洗面台

詳細は会場で問合せを︒

49万9990円

専門家が︑保険を使って

希望小売価格

を体感できます︒来場前

トクラス システムバス「every」

（シンプルプラン、
1616サイズ、税・組立費込）
な んと！

114万6850円が

30

（税・組立費込）

の 水 回 り 新 商 品 が 登 場︒ の電話予約がおすすめ︒

限定
1台

44万9990円

午前 時〜午後４時︑トクラス
熊本ショールームで開催！

105万8750円が

込んでいるから︒店内に

北バイパス

至東海大

５月

トクラス水回り新商品登場︒賢い保険活用術も

※写真はすべてイメージ

なんと！

希望小売価格

ゆめタウン
サンピアン店

マドレーヌ ●
熊本空港線

体験申込↑
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（シンプルプラン、
2550サイズ）
トクラス システムキッチン
「Bb」

は甘塩天日干し干物やみ

りん干し︑赤酒仕込みの

佃煮など珍味も豊富︒

す﹂とキャリアコンサル

タントの杉山さん︒この

チが︑早期離職を招くそ

準備不足によるミスマッ

う︒同塾で理想の会社へ

☎096（383）6494

リフォーム

限定
1台

五山房 壱の蔵

1080円

●
●
●
東バイパス
味千
マクドナルド ●
ダイハツ
ラーメン

無料体験・資料請求の申込みや問合せは
平日9:00 〜17:00
住／中央区神水2-10-7 光永ビル401

供合線

＜8＞

粒感抜群！めんたい1080円

※1人2パックまで 200パック限り ※税込
※売り切れの場合があるので、お早めに！

検索←
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２台

通常3500円→

（切れ子240g）

内定が目的の会社選
びや面接対策はＮＧ

企業への応募は１回１

の就職を目指しません

月ま

社だけ︑落ちれば

で次が受けられない︒高

か？ まずは無料体験を︒

・6月11日（金）
※保護者
・6月14日（月）
同伴可
・6月17日（木）
各回17:00 〜 20:00
1回約3時間、
各日先着6人
※要予約。詳細はQRから

校生が希望業種に受かる

には︑〝１社必勝〟の面接

﹁学校の先生もサポー

対策が必要です︒

トしてくれますが〝就活

のプロ〟ではありません︒

時間がなく︑業種や職種

より内定の確実性を優先

することもあるようで

【高校生向け】無料体験

10

！
お試し

①「あなたの適職は？」

土曜日

食品

■五山房 壱の蔵 大江店・サンピアン店
5月28日
（金）〜31日（月）
の4日間限定！
クーポン持参で 赤酒めんたい

高卒就職、
なぜ4割も離職？

「リビングを見た」でプレゼント

2021年5月29日

※無くなり次第終了 ※R3.5.26〜6.12まで

「熊本産アールスメロン＆小玉スイカ」詰合せ
※通販限定。店頭の販売はありません

リビング読者限定価格／

1箱4580円 ※税込

熊本産アールスメロン1玉（3L〜4Ｌ）
と小玉スイカ1玉（L 〜 2L）

【申し込み・購入方法】

●送料／無料 ※離島
（北海道・沖縄含む）
の場合は
別途費用がかかります。詳しくは問合せを
●支払い方法／代金引換（手数料別途330円要）
※贈答用の場合振込みのみ
（手数料別途200円要）

●返品・交換／商品到着後3日以内に連絡を
（送料購入者負担）
●発送／注文確認後10日前後。天候により前後する場合あり

1 0120・932・111

受付
（9:00 〜 20:00、日祝休）

D 0120・932・169
（24時間受付）

〒860-0047

↑コチラからも
注文できます

熊本市西区春日7-38-1-2F
とっぺん市場「リビング熊本1624」係

FAX、ハガキでの申し込みの場合、名前
（ふりがな）
・電話番号・
〒住所・生年月日・
「メロン＆スイカ詰合せ」・箱数・
「リビング
熊本1624係」
を明記し上記宛先まで送ってください
※個人情報は本人の同意なしに第三者へ提供されません

