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

麻100％シーツで快適・快眠

クーポン持参で店内商品を
税込1万円以上購入すると

人気の麻100％スリッパ
1足プレゼント！ ※通常1170円

住所／中央区南坪井町２

ノ８

時
分～午後

ウォーターワークスジャパン

通常 万８１４０円→

万８０００円（税込）

【８台限定】ＴＯＴＯ ピュアレストＱＲ

い驚き価格のピアノを多

ヤマハの人気デジタル

ピアノ
「クラビノーバ」
の

43万円

お迎え専門ペット火葬
ペットセレモニー熊本

ペットセレモニー 熊本
検索 ←

せを。手元供養には、ペ

ットの写真で作りお骨も

プランター”もホームペ
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入れられる、完全オーダ

ージで販売中です。

小型種８８００円～
時間 ３６５日対応

だからこそ、突然の別れ

ペ ッ ト は 家 族 の 一 員。 ーメイドの“メモリアル

の際、手厚くお見送りし

※体重により料金が変わります

てあげたいと願う人が増

えているそう。飼い主さ

んに寄り添い、最良の形

でペットを見送ってくれ

る同社なら、自宅に出向

いての引取から個別火

葬、骨上げまで対応。午

前中の申込で、当日対応

小型種8800円～（税込）。

ヤマハ
「U30BL」1987年製

期間中の成約で基本配送据付料無料、高低椅子付。
安心して試弾できるよう常時鍵盤の除菌を徹底

大切なペットの火葬はお迎えで

R3.6.16～7.16まで

10120・946・926

【ピアノタウン熊本イチオシ リニューアルピアノ】

ペット

扌

国土交通大臣
（１）
第9501号
HPはコチラ→

数展示しています。

ピアノをどう選べばい

お得な情報もあります

新品・リニューアル
（中古）
が続々入荷！

いか悩んでいる人必見！

骨壺・骨壺袋
無料サービス
も可能です。まずは問合

販売網をもとに適正な価

同社なら全国ネットの

格を査定。無料査定では

が解消され、ライフスタ

イルに合った住まいを新

無理な営業もなく、親身

に 話 を 聞 い て く れ ま す。

申込みは気軽に電話を。

たに考えられますよ！

リビング読者限定 COUPON

■ペットセレモニー 熊本
「リビングを見た」で、火葬を依頼すると

住／東区石原1-10-46
営／ 10:00 ～ 18:30、水曜休

※新型コロナ感染拡大
防止のため、マスク着用
・手指消毒を徹底

よ。詳しくはスタッフに

※税込

☎096（272）5507

検索 ←

大谷楽器

両店で楽器の違いから選

☎096（355）2248

【ピアノタウン熊本】
営／ 10:00 ～ 19:00、
火～木曜休（祝日は営業）
住／北区植木町舞尾578

撤去・工事費込み、手洗い付きタンクタイプも有

大谷楽器 上通本店・ピアノタウン熊本

聞いてみて。

【大谷楽器 上通本店】
営／ 10:00 ～ 19:00、無休
住／中央区上通町7-1

9

6月19日・20日夏のピアノ商談会

び方まで教えてくれる商

談会を開催。

鍵デジタル

期間中はお得なピアノ

が勢ぞろい。上通本店で

は、ヤマハ

ピアノ
「Ｐ―１２５」が１

台限定で、６万５００円

に
（即納可能）
。ピアノタ

88
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ピアノ

扌

※クーポン持参

ウン熊本でも、見逃せな

家の建て替え・住み替え

戸建て・マンション
両方対応できます

※

込９万８０００円（撤去・

工事費込み）に！ 独自

のセフィオンテクト加工

で汚れをブロック。トル

来店記念品
プレゼント！

検索 ←

温水洗浄便座付き。
撤去・工事費も込み

夏に心配なのが、古い

ト イ レ の ニ オ イ や カ ビ。 ネード洗浄で、少ない水

すよ。和式から洋式への

リフォームは別途８万８

０００円。出張点検・見

積もりは無料。

営業／午前８時～午後８

毎 日 使 う 所 だ か ら こ そ、 でも清潔感が長続きしま

思い切ってキレイにリフ

ォームしませんか？

同社では、ＴＯＴＯの

節水トイレ、ピュアレス

トＱＲが８台限定でお

時、無休

東
バ
イ
パ
ス

広々とした店内で
ヱビスビールを！
営業／午前

分

ｏｓ
（９時閉店）
、不定休

２ 時 ｏｓ、 ５時 ～ ８ 時

飲放付の小宴会コースが

※営業時間は変更になる

壱之倉庫自慢の料理と

復活。今回は期間限定で

場合があります

☎０９６
（３２５）
３９１１

「燻製スペアリブ」が登

場。３日間以上かけて仕

込む、こだわりの一品で

す。全７品・ヱビスビー

ルまで飲み放題で、税込

得。壁リモコンと温水洗

ノ

の資金確保術として注目

イメージキャラクター

クオカード1000円分
プレゼント！
扌

古田 敦也 さん

リビング読者限定 COUPON

０１２０・６２３・１２３

“手狭なマンションを

を集めているのが「ハウ

「新居が完成するまで、住み慣れた家に
そのまま住めるので安心できました！」

■ハウスドゥ！熊本インター店

住所／南区野田２ノ

引き払って戸建てを建て

東区・築21年戸建て（4LDK）

（施工：地元住宅メーカー）
・2100万円で「ハウスドゥ！」に売却
・家賃12万円で契約成立、賃貸中

ウォーターワークスジャパン

リビング読者限定 COUPON

「リースバック」
取り扱いシェア№１
業界最多レベルの実績、納得の信頼感

たいけど、子どもの学校

マイホームを売却して

老後の住まいに建て替え】

※最終的にリフォームして再販するので、市場性を考慮し購入できない場合があります

査定訪問時、クーポン提示で

ス リ ー ス バ ッ ク 」 で す。

【活用事例

17

鮮魚のカルパッチョ、生ハムサラダ、チキン南蛮、
パスタ、デザートなど ※写真はイメージ（2 ～ 3人前）

ピュアレストQRが半額以下！

R3.６.19・20の２日間

区は変えたくない”
“老

③新居完成・引渡しの段階で
賃貸借契約を解消します

31

燻製スペアリブ付 特別コース 税込3500円

リフォーム

■大谷楽器 上通本店・ピアノタウン熊本
試弾し、
アンケートに答えると

検索 ←

後は、病院などにもアク

☑直接買主なので仲介手数料ゼロ
☑ゴミや不要な家具の撤去も
「ハウスドゥ！」にお任せ！

即現金化、その後も家賃

☑仮住まいを探さなくて良い

セスが良い街中に住みた

家賃

（リース）

建て替えの悩みを一気に解消！

を払いながら同じ家に住

②家賃を払いながら今の家に
そのまま住めます

▼

▼

賃貸

リース契約

①今の家を同社が査定し、
住宅ローンの残債以上で購入
※売却資金で抵当権を抹消し、
同社に所有権を移転

売却

代金

不動産を買い取り

今、 めるから、ローンの残債

建て替えならリースバックを活用！

い”など、住まいの悩み

※…調査期間：2020/08/19 ～ 2020/08/24 対象者条件：全国50歳～
89歳「リースバック利用者」n数＝306 調査主体：(株)ハウスドゥ 調査委託
先：(株）インテージ

万

ハウスドゥ！

は あ り ま せ ん か？

テレビ・ラジオCM放送中、店舗数全国696店舗！

浄便座付きで、通常

８１４０円のところ、税

から車椅子の方も安心し

てお墓参りできます」と

同店店長の加納さん

R3.6.16～6.30まで

３５００円はお得！

分～午

◦売却しても家が建つまで
住む場所がない…

売却後も住めます

壁面ギャラリーも無料

時

住職。樹木葬なども可能。

まずは気軽に問合せを。

◦親同居で実家が必要ない
ので、
売って頭金にしたい

など悩んでいませんか？
不動産のプロが解決方法を
一緒に考えます！
気軽にご連絡ください

貸出中、出展者に特典も。 ギャラリー出展者募集中

営業／午前

日まで

時～午後２時

【新規分譲地概要】許可番号-指令（生衛）第85号 募集区画面
積、区画数／ 5000㎡、10区画（2.5㎡）・250区画（5㎡）
園内設備／管理棟・給水所・駐車場・休憩所 宗教・宗派・
国籍問わず 経営主体／（宗）法泉寺 永代使用料（永代供養
料含む）／ 2.5㎡・30万円～ 年間管理費／ 1㎡・2000円

ハウスドゥ！熊本インター店

◦住んでる家が売れたら…

22

1

ローン返済中…住み替え諦めてませんか？
建て替え・住み替えを
検討中の方へ！

30

先着8人、無くなり次第終了

「リースバック」無料査定申込でクオカードプレゼント！

住まい

30

ペーパーホルダーを
無料プレゼント！

検索←

永代供養付き納骨堂
アクセスも便利

同園では７月
19

営業／月・木・土・日曜

＝午前
10

の申込で永代使用料が通

％引きに。人気

〔東区平山町3332-2〕

☎０９６（３８９）１１９３

えがお健康
スタジアム

万
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●

常から

万円～

万

熊本IC

●

やすらぎ
県民霊園

の納骨堂は、１区画（６ （電話問合せは随時可能）

体納骨可）

万～

円。４体納骨できる納骨

堂は、１区画

円です。２・５㎡の墓石

熊本インターから約３

セットは１００万円～。

分、明るく爽やかな霊園

で「バリアフリー設計だ
145

清潔・清涼リネンで

分

法泉寺・やすらぎ県民霊園

10

11

「リビングを見た」で
ピュアレストQRを成約すると

やすらぎ県民霊園

R3.6.19～7.19まで

熊本県民総合
運動公園
● パークドーム
入口

後７時（土曜は７時

住所／中 央 区 城 東 町 ４ ノ

閉店）、無休

永代使用料
通常より10％引

壱之倉庫

検索 ←

壱之倉庫

リビング読者限定

納骨堂（４・６体用）新規受付中

【先着10人限定】

90

30

洗濯しても乾きが早く毎日清潔、洗うほどに柔らかく
なります。リネンのクッションカバー
（1080円・全8色）
も人気 ※2000円以上の購入で駐車料金現金還元

ビアレストラン

扌

R3.6.16～7.15まで

墓地・墓石

リビング読者限定

75

特別価格 税込3500円

全7品、飲み放題120分 ※90分os

10

30

「リビングを見た」で、契約をすると

50

寝苦しい夜も快適

じめじめした夜も麻シ

※シーツ・パッドはダブルサイズあり

７ グランガーデン１階

通常6490円→5390円
●リネン枕カバー（35×50㎝）880円
●リネンスリッパ
（色多数） 1170円

ーツでひんやり快適。吸

通常5280円→4290円

●リネン敷きパッド（100×200㎝）

☎０９６
（３２２）
５２５２

●リネンシーツ（145×250㎝）

収性＆吸湿性抜群で、熱

を逃がしやすく蒸れにく

いのでいつでもサラリと

した肌触り。リネンは抗

菌効果もあり、カビや雑

菌の繁殖を抑えいつでも

清潔です。麻の男性用パ

ンツ４３２０円やショー

トパンツ３９６０円も人

気。父の日ギフトにぜひ。

お得!（税込）
全品麻（リネン）
100％、日本製

＜12＞

燻製スペアリブ＆飲放付がお得

燻製スペアリブ付 小宴会コース

検索 ←

ファブリックス

土曜日

グルメ

■壱之倉庫 予約＆クーポン提示で

扌 FABRIC'S（ファブリックス）

R3.6.16～6.27まで

35

リビング読者限定 COUPON

インテリア雑貨

■FABRIC'S（ファブリックス）

2021年6月19日

消毒除菌対策をして訪問してくれます

☎080（3220）0096
住所／東区上南部2-12-79

