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

スイーツ

■はわい（夏威夷）合志店

“食べるタピオカ”

お試しサイズプレゼント！ 扌
※1商品につき1個

（株）今村石材工業

シミ・しわ・ハリ不足に速攻！

超音波エステ＆エレクトロポレーション
（美白＆保湿UPの泥パック付き）

お試し価格 →

1100円

扌

（税込）

ソニックエステ アップル
アップル エステ メイク

※完全予約制 R3.6.30～7.31まで

熊本

検索←

通常価格から 4400円割引
＋ 不織布マスク（7枚入）プレゼント

☑
☑

大きなシミ、
くすみが目立たなくなり老け顔解消！
しわが目立たなくなり、今では思いきり笑えます
美肌づくりに年齢は関係ないと思えました

車のトータルケアショップ
車検本舗R3

車検本舗R3

検索←

見積もり、代車手配

は無料。お気軽に！
今なら、クーポンで料

せられます。

金がお得＆不織布マスク

※クレジットカードでの支払いＯＫ

プレゼント。見積もりは

申込・問合せ 1 0120・810・094

（～2000kg）6万6600円
・大型乗用車

無料、気軽に問合せを。

会場：南区馬渡2-16-35（同事務所）

（～1500kg）5万6600円
・中型乗用車

いざ車検、となると代

7/3・10・17・24・31
（土）９:00 ～ 12:00

扌

車の手配や日時の調整な

相続無料相談会（要事前予約）

3万6600円

（～1000kg）4万7600円
・小型乗用車

ど、考えることがたくさ

ん。「車検本舗Ｒ３」なら、

代車を無料で用意しても

らえるうえ、朝入庫で夕

方完了できるほどスピー

ディー。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

てくれるから、車に詳し

くない人でも安心して任

ど相続手続についてアド

家族信託や成年後見な

営業／午前９時～午後５

バイスしてくれます。

時、土日祝休

"お早めの相続手続
をおすすめします"

大丈夫だからしなくて良

時 は、 手 指 消 毒、 マ ス ク 着

どもお気軽に相談を。

い 〟。 そ う 思 っ て 先 延 ば

用をお願いしています」

〝相続手続はいつでも

しにすると相続人の判断

※「相談会

能力の低下、次の相続の

発生など、手続きが難し

同事務所では毎週土曜

くなることがあります。

に相続無料相談会を開催

題を手掛けてきた司法書

（要予約）。数々の相続問

士が、遺産相続や遺言な

クーポン使用での車検料金（税込）

☑

軽自動車は車検3万6600円

※税込、
1枚で1台 R3.6.30 ～7. 31まで

・軽自動車（自家用）

◦人生がきらめく！ 肌も心もうるおうエステ

車検

クーポン持参で

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）

大。肌 も 笑 顔 も 美 し い 理

緒方事務所

※1組に1冊

☑忙しくて相続手続きの
時間が取れない
☑何からすれば良いのか
分からない
☑始めてみたけれど
難しくて進まない…

緒方事務所

司法書士法人

■車検本舗R3

想の自分に出合えます

毎週土曜は「相続無料相談会」

あんしん相続ガイドブック
プレゼント

「相続・遺言のこと
お気軽にご相談下さい」

リビング読者限定 COUPON

相談会

「リビングを見た」で
7/ ３・10・17・24・31の相談会に参加で

よ。要予約、事前電話を。

「事前予約でお越し下さい」☎096
（368）
5016
営業／ 9:30 ～ 20:00（日曜～ 18:00）、
月曜休
住所／東区長嶺南5-8-1、
P8台 ※画像はポスター

検索←

魔法の「超音波」で
若々しい潤い肌に

普段の日焼け程度でも

シミ・しわが目立ってし

まう…。繊細な年齢肌の

ケアには同店の高保湿美

白クレイマスク付贅沢フ

ルコースが最適です。今

話題のスキンスクライバ

ー・超音波・エレクトロポ

レーションの３台の機械

で、深部まで潤いツヤ肌

に。 ご わ つ き ス ッ キ リ、

リフトアップ効果も期待

コロナ対策強化中「安心してご来店ください」
【流れ】カウンセリング→クレンジング→スキンス
クライバー（深部の汚れとり）→超音波エステ→EL
ポレーション（美容成分導入）→美白＆保湿パック

リビング読者限定

【納骨壇】全20室
（1室6体入 間口42×奥行58.2㎝）、
価 格/1室49万5000円 ～ 71万5000円、管 理 費/年
2000円 【合祀墓】価格/1体11万円（管理費込み）
※駐車場・水道完備、経営主体/（宗）玉祥寺 ※税込

エステ

【お試し価格】
■アップル
フルコース60分体験
通常4950円

宗派不問、墓じまいの

リビング読者限定 COUPON

相談もぜひ。見学時は自

30

遠方からでもお参り
しやすい好立地！

60

宅から現地まで無料送

迎。１基目も空き有（４

至御船

〔東区小山7-1417-50〕

創業１０５年を超えた

ファミマ
●

体入・ 万５０００円）。

● 熊本空
港線
おいしんぼ

今村石材が手がける、東

工業

区 小 山 ７ 丁 目 の 納 骨 壇。 営業／午前８時 分～午後

● 現地

※税込

※サイズはM、クリアカップ、おすすめ
（写真）、
大盛の４種類。Mサイズ、
学生は50円引き ※税込

●
住商産業

６時、無休、Ｐ有

ピーチ500円／パインマンゴー600円

至市街 九州自動車道

暑くてもさっぱり食べられる夏の新メニュー！

０１２０・００２・１４８

1

至植木

好評につき２基目も残り

えがお健康
パーク
スタジアム
● ●ドーム
ファミマ
●
野っぽ
道路●味千● 今村石材
●
国体

わずかです。すべてイン

ド産御影石を使用。５段

万円

11

構造で、最下段には、合

同永代供養が行われる合

祀墓があり、１体

で入れます。熊本ＩＣか

ら車で７分、空港から
12

検索 ←

今村石材工業

※合祀墓の成約は除く

分と、アクセス抜群です。

ヒミツは、台湾直送高級

タピオカのゆで方を気温

ら氷の上でもやわらか食

見たことない
タピオカ×かき氷

台湾の本店発祥、ふわ

感がずっと楽しめます。

!?

で変えるこだわり。だか

ふわかき氷にタピオカを

のせた人気商品「たぴ氷」 住所／合志市豊岡１９００

ナ

に新メニュー登場！
ノ２、Ｐあり
（満車時は店前

時～午後７時

セブンイレブン駐車ＯＫ）

営業／午前

タデココや果肉が入った

「パインマンゴー」と、フ

☎０７０
（４８０２）
７０１９

ルーティーなシロップで （夏季=～８時）、不定休

スッキリ甘い「ピーチ」の

２種類。モッチリ食感と

カリッとピーナッツの塩

人気が絶えない同店の

気にハマる人続出です。

公式サイト
地図はこちら

R3.6.30～7.31まで

11

QUOカード
5000円分
プレゼント

検索 ←

タピオカ ハワイ

＜18＞

小山7丁目納骨壇、
残りわずか

「リビングを見た」
で納骨壇を成約すると

はわい（夏威夷）合志店

土曜日

墓地・墓石

リビング読者限定

新感覚スイーツ「たぴ氷」
！

購入時にクーポンの提示で

2021年7月3日

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

（343）
7891【ＱＲからＨＰへ】
☎ 096

