2021年7月3日

トイレ・エコキュートは長期安心修理サービス（10年）付きでこの価格！

土曜日

＜6＞

今週末は相談会も開催

すぐ決めなくてもいいんです。
まずは安心の 見積もり から
熊本県知事建設業 許可登録 （株）
ムラカミ電機

土台の腐食が見つかった

ます︒また工事の途中で

内容や費用が変わってき

っている設備などで工事

リフォームは︑現在使

心感にもつながると思い

できますし︑お客様の安

責任をもって行うことが

施工することで最後まで

スタッフが見て︑自社で

﹁実際に工事ができる

下見から施工まで自社で一貫対応

り︑コンセントの位置を

また自社施工で工事代

●お湯の出が悪い
●照明が暗い

●床がきしむ

●部屋が寒い

●トイレに手すりを付けたい

●電気代が高い ●玄関戸を替えたい

７月 日・ 日は︑
タカラへ！

丈夫さ︑美しさ︑掃除

のしやすさなど︑長く安

心して使えると評判のタ

カラ︒見て触れて︑良さ

今週末は︑タカラ熊本

を体感しませんか？

熊本県で唯一の調理師・パティシエの国家資格を目指せる養成学校です

ショールームで相談会を

＊相談会はコロナ対策を
して実施。消毒・マスク
等ご協力ください。また、
下見・見積もりでの訪問
時もスタッフのマスク着
用等、
徹底しています

開 催︒ エ コ キ ュ ー ト は︑

肥後銀行● 世安

白山通り
●ダイキ

どれだけお得になるかの

3

試 算 も し て く れ ま す よ︒

ニッコリサンキュー さぁイチバン

ます﹂と村上社長︒

●エネオス

※ポスターイメージ

●ドアの閉まりが悪い ●畳をフローリングに替えたい

商品の詳しい内容は、ムラカミ電機の
ホームページで紹介しています⇒
来場できない人は電話で

10120-253-931

変えたいなどの変更があ

ニッポン
レンタカー●

「最近このようなお家のご相談も
寄せられています。こんなこと
頼んでいいのかな？ というお悩
み、1カ所からでも気軽にどうぞ」

※1 39万8000円の場合、頭金9万8000円・60回払い（金利手数料なし）
※2 同社調べ、3 〜 4人家族で一般的なお湯の使用量

資料請求ＯＫ︒

至田崎

お客様専用
相談窓口

産業道路

●エルセルモ
熊本
至川尻

北区龍田陳内4-20-32
熊本県知事建設業許可
（般-25）
第17445号

得意技リフォーム

❸エコキュートにすると
給湯燃費が ※2
月々1500円前後に

至市街地
白川

（中央区世安町356-1）

を抑えられるのも︑喜ば

10年タイプ
（通常2万9700円
を同社が負担）

タカラ ●
熊本ショールーム

会場／ タカラ熊本ショールーム

家中の困りごともおまかせ

❷支払いは ※1
月々 5000円
でOK

❶長期安心修理
サービス

至熊本駅

10:00 〜17:00

ズバリ解決！

※現在お使いの給湯器の種類や工事
内容で金額が変わります

「外注に頼れば価格は上がりますし、不都合が発生した時の責任が不明確です。
外注に頼らない分価格は下がるので、その分内容を充実した方がお得です」

7月3日（土）
・4日（日）

れば︑そこで費用がかさ

33万8000円 （税込）
〜39万8000円

基本工事の大工、設備、電気工事は同社自前です。

タカラを体感！ リフォーム相談会

れているポイント︒その

●工事代がさらに安くなる場合も！

撤去処分・取付工事費込で

け
見積もりだ
よう
でもしてみ
かな？

●同社からの営業は一切しません

フルオートタイプ

（HE-NS37KQS 370ℓ・フルオート）

17万8000円（税込）

ムラカミ電機 の 無料見積もりは…

Panasonic

だからムラカミ電機で

3大特典付きで

※排水位置により別途部材が必要な場合あり

むこともあります︒

取付・撤去・処分費込み

エコキュート

10台限定！

分好きな商品を選んだ

壁クロス・床クッション
フロアの内装込み

は︑下見・見積もりから

97万9000円（税込）

り︑古くなった床・壁も

標準工事費もぜんぶ 込みで

電気や設備・給排水・大

特典③

10

年 タイプ
（通常2万900円を同社が負担）

一緒に工事をお願いし

特典②

長期安心修理サービス

見積もり無料︑他社と

特典①

の相見積もりもどうぞ︒

解体、
産業廃棄処分、
給排水・設備・
電気工事、脱衣の内装（壁・床）
、
洗面ユニットの撤去・再設置、
スイッチ・コンセント交換など、

Panasonic

た︑という人も︒

さらに

3大特典付き!

工工事などの主要な工

色が選べます！

写真のセット（浴室乾燥機・手すり
※窓は別途
2カ所）＋組立費

事︑アフターまで一貫し

タイプ2【半日施工】

て自社スタッフが行って

タカラ
〈1坪〉
3セット限定 「ミーナ」

システムバス

トイレ

本体のみの
通常価格
24万2000円

います︒

！
Panasonic 最新
10台限定 「アラウーノS160」

検索 ←

ムラカミ電機

● クロスのすき間が気になる

など

３

見積もり依頼をすると

『キッチンペーパー』プレゼント！

４

＊7月31日までの依頼

カウンセリングや精神保健の基礎を学んで、ボランティアに参加しませんか？

作って食べる
「オープンキャンパス」参加無料！ ８月スタート「熊本こころの電話」養成講座
学校法人 常盤学園

シェフパティシエ学院

主催／公益社団法人熊本県精神保健福祉協会

検索←

﹁熊本こころの電話﹂
の

ボランティア電話カウン

セラーになりませんか？

８月開講の養成基礎講座

では︑精神科医師や臨床

心理士の指導のもと︑座

学やロールプレイでカウ

ンセリングについて学び

ます︒期間は約１年です︒

誰でも参加ＯＫ︑関心が

ある人は問合せを︒

問合せ／公益社団法人

受付／午前９時〜午後５

HPでほかの日程も確認！
＊保護者同伴 OK、開催日の
3 日前までに右 QR から予約を

熊本県精神保健福祉協会

た先輩も輩出︒講師陣の

レベルも高く︑就職先は

引くてあまたです︒

☎０９６︵３６４︶５２０３

【調理師養成科】7/9（金）18:00 〜
「みんな大好きオムライス」
【パティシエ科】7/22（木）10:00 〜
「フワフワ 焼きたて pan」
【パティシエ科】8/6（金）13:00 〜
「夏スイーツ＆グラスデザート」

☎０９６︵２８５︶６８８４

調理師養成科・パティシエ科 【参加無料】
オープンキャンパス

時︑土日休

８月６日開催﹁夏スイーツ＆グラスデザート﹂︒
まるごと桃のケーキなどを作ります※イメージ

や参加費は不要︑保護者

同校は１年で﹁調理師

同伴もＯＫ︒
気軽にぜひ︒ 住所／中央区春竹町４８１

お子さんの人生に〝手に職〟を！

進路に迷う中学生・高

校 生 は︑
﹁シェフパティ

免許﹂を取得︑パティシ

Google
Play

シエ学院﹂のオープンキ

校です︵どちらも国家資

App
Store

ャンパスへ︵要予約︶
︒

格︶
︒過去には国際コン

エ科も﹁製菓衛生師﹂の受

プロが一緒だから初心者

クールで世界３位をとっ

当日は料理やお菓子作

でもおいしく作れて自信

りに挑戦し︑
実際に試食︒ 験資格を得られる専修学

がつきますよ！ 材料費

シェフパティシエ学院
「公式アプリ」で
最新情報をチェック！

シェフパティシエ 学院

ボランティア電話カウンセラー 養成講座（基礎）
日程／８月５日（木）〜11月４日（木）※全13回、毎週木曜
時間／ 18:30 〜 20:30（オンライン可）
場所／熊本県精神保健福祉センター
（東区月出3-1-120）
対象／県内に住む20歳以上の人 受講料／毎月2000円
（月謝制・税込） 応募締切／７月20日（火）まで

「熊本こころの電話」とは？
・心の悩みについて「だれでも・どこでも・どんな
ことでも」自由に相談できます
・認定を受けたボランティア電話カウンセラーが対応
・年中無休、匿名での相談で秘密は厳守

