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2021年7月3日

リビング読者だけのお得を集めました！

土曜日

リビング読者限定 COUPON

食品

■古じょう庵 ※配達員に券を渡して下さい

漬け込み完了！ 数の子松前漬

「数の子たっぷり！数の子松前漬」
3240円以上で

“ご自宅お届け”
無料引換券
＊自宅用（袋入）・贈答用のどちらも対象です

注文の電話は ☎096（381）6508へ

扌

※熊本市内1カ所、
コピー不可、
R3.6.30 ～7.7まで

珍味

古じょう庵

京塚本店 サクラマチ店 JR熊本駅店 JR上熊本駅店

バイキングで人気のパ

ドクター輸入車 熊本南店

逃さず点検、珍しいパー

ツの手配もスムーズで

す。「 対 応 も 良 い か ら 安

心です」と長年の常連さ

「レア車や旧車も
お任せください」

んも多いそう。車種・年

玄housing

道が通学路ということも

検索 ←

至熊本港

●

八城橋
デイリーヤマザキ
51
227
●
飽田東
小学校
● ローソン

ファミリー
マート 加世田
● ● ● 仏壇店

あきた
斎場

● 現地

●
至宇土 飽田東保育園

【Iさん邸 完成見学会】
in南区砂原町 ＊予約優先
日程／7月3日
（土）
・4日
（日）
時間／10:00 ～ 17:00
こだわりポイント
●建物約28坪・3LDK
●LDKは20帖、キッチン側は
黒のアクセントクロスに
●多目的に使えるインナーテラス。
目隠しがあるから安心
●スタイリッシュな雰囲気に
合わせたこだわりのキッチン
至西熊本
アクアドーム

白川

親と一緒に暮らしやすい間取り。
スタイリッシュな家が好きな人、
注目！

家族の想いに寄り添

あり、人の目が気になっ

※1家族に1つ、R3.7.3・4限定

ていた」という悩みに対

トートバッグプレゼント！

い、毎回表情が違う住ま

来場時に
「リビングを見た」
と伝え
アンケートに記入すると

いの実例を見せてくれる

リビング読者限定

から「とても参考になる」 して、目隠し付のインナ

に配慮しているのもポイ

と 評 判 の 玄 ハ ウ ジ ン グ。 ーテラスや窓の位置など

今度の住まいは、黒をテ

ント。明るさも十分です。

同社の家はＷ遮熱＆Ｗ

ーマにしたおしゃれでか

断熱、ペアガラスも標準

っこいい平屋です！

装備。基準より２ランク

【新型コロナウイルス感染症対策について】
●ソーシャルディスタンスを確保した会場レイアウト、定員で営業
●除菌おしぼりやマスク、マスクケースを皆さんに提供します
●受付前の検温や、こまめなアルコール消毒をお願いします

リビングを中心とした

☎096（351）
2222（受／ 9:00 ～ 18:00）

上の強い基礎、剛床工法

※価格はすべて税込

３ＬＤＫで親と一緒に暮

【予約・問合せ】
アークホテル熊本城前

＋ダイライト工法で地震

●月曜…メンズデー
“肉おかわり券”プレゼント
●水曜…レディースデー
パティシエ特製デザート付き
●月～木曜…シルバーデー
65歳以上なら通常5500円→4800円

らしやすい間取り。キッ

7月から曜日イベントも

に強いのも魅力。暑くな

⇒1人500円引き！

チン→洗面・お風呂など

フロントで前売り券購入で

ってきた今こそ、空気の

（サイドメニュー約10種類）

料金／通常大人5500円

ベンツやＢＭＷ、ボル

玄housing

は、ぐるりと回れる家事

・カップディッシュブッフェ

質とスピードに自信！ 車検・整備・修理・板金塗装
【流れ】現状調査・無料見積もり（必要に応じて
部品注文）→後日入庫→半日～ 1日程度で完了
Tポイントも付与！ 営／9:00～19:00、火曜休

インナーテラス付のかっこいい平屋！

違いが体感できますよ。

（オードブル・メイン・デザート）

検索 ←

7月3日（土）・4日（日）限定“完成見学会 in 南区砂原町”

住まい

ラ ク 動 線 で す。
「震災か

※9月25日まで、9月中は金土・祝前日のみ
※コロナの感染状況で時間変更の場合あり

ボ…輸入車オーナーに朗

式に関わらず相談を。

平日／ 18:00 ～ 21:30
金土・祝前日／17:00 ～、日曜休

費用がかさむ車検

ぐるぐる
倉庫
●
至宇土

● ワイズデイ

〔南区南高江6-2-36〕

報！

●千寿

3

☎０９６（３５８）２９４０

年＆全国ＦＣ展

南部中央
病院

●

が、同店では低料金でし

っ か り み て も ら え ま す。

創業

開「ドクター輸入車 熊本

【各日50人限定】120分飲放

住／中央区城東町5-16

●

検索 ←

ビストロ・ザ・ビアガーデン

間無制限なのもうれしい

ンはお土産用に販売もあ

ポイント。満席の日もあ

キやアイスが食べ放題の

７月１日から夏メ
ニュースタート！

デザートバイキングが大

り。１個１００円、５個

るので、電話かＬＩＮＥ

好評。自慢のカレーやパ

４５０円でとってもお得

の予約がオススメです。

ン、サラダなど食事系も

です。ぜひ。※税込

種類以上のケー

そろっているのでお腹い

☎０９６（３８７）８００５

常時

っぱい楽しめます。さら

に、７月１日からは季節

南店」だから、整備士の

48

らの建て替えですが前の

軽食等もあり ※イメージ

※前日までに事前予約が必要
R3.7.11・25実施分のみ

「輸入車車検」
を安く的確に！

外からの目が気にならないような造りに ※パース

ッチンで調理後コース形

2700円！

限定の夏スイーツも追

田崎自動車工業

スーパー 297
キッド●
●
セブン
イレブン

川尻駅

式 で 直 接 提 供 さ れ ま す。

会場／ 同ホテル10階
スカイラウンジ六花
料金／3000円
時間／13:00 ～ 17:00
（90分食べ放題）
定員／各日100人限定

腕も設備も◎。最新のス

ＪＲ鹿児島本線

７・８月は平日も

７月から平日も営業、お

営業、お得な曜日も

得なイベントもあり。

７月にはスイーツビュ

景色も料理も愉しめる

ッフェも開催。数々のコ

よくばりビアガーデンと

ーバーで飲み放題。サイ

ンテストで賞を獲得した

新企画、スイーツ
ブッフェもぜひ！

ドメニューは、感染症対

パティシエメイドの特製

言えば、アークホテル！

策でカップディッシュブ

スイーツをご賞味あれ。

ビールはキリン一番搾り

ッフェに。メインの国産

とプレミアムモルツがサ

牛ステーキは、ライブキ

「トロピカルスイーツブッフェ」

通常3000円⇒

アークホテル熊本城前

・シェフプレート3品

7月11日
（日）
・25日
（日）
の２日間限定

「リビングを見た」の予約で
季節のスイーツブッフェが

贅沢なメロンや旬

キャンツールで、電子シ

ステムの小さな不具合も

クラフト作り＆
身近な電気を学ぶ

お洒落なクラフト作り

と、暮らしを支える電気

のことを楽しく学ぶセミ

ナーが、下記日程で開催。

参加費は５００円です。

①は虫よけアロマ、②

秋色のスワッグ、③コー

ヒー石けん作り体験プラ

ス、ＩＨクッキングも。

問合せ／広報Ｇ・午前９

時～午後５時
（月曜～金曜）

☎ ０９６
（３８６）
２２００

アークホテル熊本城前

リビング読者限定

車

車検を依頼・成約すると

夏本番、７月のアークホテルに注目！ スイーツブッフェも

絶景屋上ビアガーデンがグレードUP！

営/平日＝11:30～14:00os 土日祝＝11:30～16:00os
(平日は時間無制限、土日祝は90分）
、無休
住/中央区水前寺公園28-51、P210台
（平日5時間、土日祝３時間無料） ※イメージ

オイル交換無料チケット＆
（株）田崎自動車工業
洗車無料チケットをプレゼント扌

至市街

応募の際は、1.参加希望日、2.名前、3.住所、
4.連絡先電話番号を明記して下さい
※実施日の1週間前までに必着
※個人情報はイベントのみに使用

検索←

熊本テルサ
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R3.6.30 ～ 7.31まで

日時 ①7/16（金）②8/27（金）③9/17（金）10:00 ～ 12:00
会場 熊本支店フラットスクエア IHキッチンスタジオ
定員 各回6人（女性限定・先着順） 参加費 500円（税込）
応募方法 メールまたはハガキで ※必要事項は右記参照
mail event_kyuden_kumamoto@kyuden.co.jp
ハガキ 〒862-0951 熊本市中央区上水前寺1-6-36
九州電力（株）熊本支店広報グループ あて

全国アークホテル
統括パティシエ
中本英二 シェフ

テルサ レストラン

扌

■ 田崎自動車工業

暮らしを彩るクラフト体験・電気のおはなし・簡単IH料理体験

グルメ

好評！ デザート食べ放題

リビング読者限定 COUPON

主催／九州電力（株）熊本支店

感染症防止対策として①マスクの着用、②入
室前の検温と手指消毒、③定期的な換気、ア
クリル板の設置など基本的な策を実施します

加！

ノベルティグッズをプレゼント

のフルーツを使ったゼリ

り漬け込んだ逸品。濃厚

な味わいとプチッとろ…

な食感は、お酒やご飯と

相性抜群ですよ。

電話注文は京塚本店

長年のリピーターに加え新しいファンも続々増えて
いるロングセラー商品です ※画像はイメージ、税込
京塚本店／東区京塚本町7-3

flat de エネルギーマルシェ

「リビングを見た」でセミナーに参加すると

1枚で4人まで、税込、R3.7.1 ～ 7.31まで

LINEで友だち
追加すると
予約が簡単！

セミナー

リビング読者限定

グルメ

1700

ーが並びます。平日は時

「今年もおいしく
仕上がりました」

お待ちかね毎年恒例第

回「数の子たっぷり！

☎096
（351）6508

へ。３２４０円以上の購

◦JR上熊本駅店

数の子松前漬」大特売会

☎096
（355）6508

入で、熊本市内１カ所の

☎096
（328）
6508

◦JR熊本駅店

み自宅配達が無料です。

☎096
（381）6508

◦サクラマチ店 B1F

が今年もスタート。１㎏

4店舗同時開催！
◦京塚本店

６４８０円相当が半額の

３２４０円（自宅用・袋

入 ）。 化 粧 箱 入 も １ 日

箱限定で３５００円に！

北海道直送の大ぶり数

の子を、スルメと昆布の

旨みが凝縮された特製の

甘くち醤油ダレにじっく

30

18

リビング読者限定 COUPON

■熊本テルサ
注文時にクーポン提示で
大人（中学生以上）
⇒
円
通常1870円
・小学４年生以上990円 ・４歳以上550円
・小学３年生以下770円

●

会場／南区砂原町47-1
※当日は案内看板を目印に
来場を！
見学予約・問い合わせ

1 0120・44・39・88

