リビング読者だけのお得を集めました！
ふっくら本格「うな重」980円

赤だしサービス

ほっかほっか亭

※来店受取のみ、品切れの場合は代替品
にて対応、Ｒ3.7.26～7.28までの予約受付限定

ほっかほっか亭

時、水曜休（祝日は営業）

時～午後７

住 所 ／北 区 龍 田 ７ ノ １ ノ

TOTO ZR1

限定２台

通常26万1800円が

8 8000
万

TOTOピュアレストQR

（ウォシュレット別）

通常13万4200円が

6万円（税込）

円（税込）
※標準施工費３万円～

午前 時～午後５時、ＴＯＴＯ
ショールーム。予約がおすすめ
10

11

日（ 日 ）
・

12

日
燥機のオプション込みで

が標準仕様。浴室暖房乾

えるバスはほっカラリ床

相談できる頼もしい街の

は、お家の悩みは何でも

で信頼の厚い
「こだくみ」

良心価格と確かな技術

大工職人の技術で迅速・丁寧に
対応。「リフォームというほどじ ドアノブが古く
ゃないけど…」という不具合も、 使いづらいので
新しくしたい
まとめて修理でスッキリ！

【成約特典】
「リビングを見た」の成約で

R3.7.11・12（2日間）

平成駅
サンリブシティ
くまなん
平成さくら通り

琴平通り

会場／
TOTO
ショールーム

●

● ●
公園

網戸の張替え
サービス！

TSUTAYA ●

平成大通り

ネット注文可

リビング読者限定

第二

P 駐車場
● 生協

ローソン
至東バイパス

こだくみ

ますますお得です。薬品

ドアのガタツキ
で使いづらい、
床を擦っている

あなたの街の大工屋さん

目玉は人気のトイレシ

ハチミツや近年注目のゴ

大工屋さん。器具交換や

ールデンシルクを配合し

「建具の調整・修理から
気軽にご相談下さい！」

７月

や洗剤不使用、水から作

スタート。さらに、読者

た贅沢品。非売品なので

（税込）

特典のマスクは、馬プラ

お見逃しなく。

●送料/無料 ●発送/注文より1週間程度
●ゆうパックにてお届け ●支払/代引き、振込、クレジット（手数料は
無料） ●返品/不可 ※価格は税込、特別価格は1世帯1回1本のみ
※個人情報は商品の発送と案内のみに使用します

59万8000円

標準施工費20万～ 25万円

同社社長
矢野さん

センタや馬セラミドなど

住／北区植木町岩野45

の美容成分に発酵ローズ

R3.7.24まで

受／ 9:00 ～ 17:00

通常

99万4950円が

リーズ「ＺＲ１」と「ピュ

まで配合の贅沢化粧水で

・プラセンタ美容マスク
・くまモン救急絆創膏
無料プレゼント！

10120・199・845

TOTOシステムキッチン「クラッソ」

２台 （スタンダードプラン、I型2550サイズ）

（月）、ＴＯＴＯ熊本ショ

す。サッパリした使い心

☑ 気軽にエイジングケアをしたい
☑ ベタつくスキンケア商品が苦手
☑ 美容効果の高い化粧水を探している
☑ 肌のハリや潤い不足が気になる
☑ 敏感肌なので低刺激の化粧品がいい

限定

談も大歓迎です。

紫外線や冷房の風でお

地なのに、肌の奥からみ

【こんな人・こんな時にオススメ】

49万8000円

浴室暖房乾燥機付、標準施工費35万～ 45万円

会場で体感して下さい。

肌が乾燥していません

るみる潤いアップ。使い

⇒ 2750円！
（税込）

通常

117万8870円が

アレストＱＲ」
。さらに、 り 出 す き れ い 除 菌 水 も、 建具修理などまとめて相

リバテープ製薬の

内容量120ｍL ※約1.5 ～ 2カ月分

TOTOシステムバス「サザナ」

２台 （スタンダードプラン、1616サイズ）

（税込）

か？

無香料・無着色・パラベン不使用

今だけ
〈リマーユ〉
プラセラローション
半額！

使うたび手に吸いつくようなモチ肌へ

リマーユプラセラローシ

長続きします。

ョ ン で 潤 い を 取 り 戻 し、 続ける程にしっとり感が

乾燥知らずの肌へ育てま

「紫外線や冷房などで

しょう！

ダメージを受けた肌にし

驚きの半額プライス
限定特典も豪華！

分を保つ“馬セラミド”
を

っかり水分補給をしてほ

国内飼育のサラブレッ

使用。さらに、お肌の再

しい！」とキャンペーン

ド由来の希少な“馬プラ

生力アップが期待できる

センタ”と、肌内部の水

植物由来の幹細胞エキス

夏場は冷蔵庫で冷やして使うと爽快、肌も引き締まります

夏の肌ケア応援キャンペーン

限定

ＴＯＴＯの代名詞とも言

検索←

ールームにて水回りフェ

アが開催されます。

リバテープ製薬

初回のみ 先着100人限定

プラセラローション購入で

日（日）・ 日（月）、ＴＯＴＯ熊本ショールームで開催。バス・キッチン・トイレが特価

限定２台

ランチは
「八伍邸
（中央区上通町5-41、写真）
」
講師は同オフィスの堀 聡知さん
※保険募集人・参加経験がある人はご遠慮ください
※個人情報はセミナー運営のためにのみ利用

リバテープ製薬

非売品の

７月

11

馬プラセンタ×セラミド×幹細胞エキス

１本通常
5500円

水回り相談会。小さな困り事から親身に対応

リフォーム

夏のお肌に。さっぱりした使い心地がうれしい贅沢化粧水

リビング読者限定

上／オーク無垢材のダイニングを愛用する菊陽町の"Ｔ
様邸"
では、家族それぞれが好みの椅子をチョイス

天然木の新作が続々
長く愛用できます！

☎０９６
（３３８）
７０２１

営業／午前

年、家具の老舗

創業

芸社」では、天然木の風

「ｅ︲ＫＡＧＵ マスミ巧

合いを生かした新作ダイ

憧れの無垢材やカフェ

ニングセットが入荷中。

風のおしゃれなデザイン

など多種多彩。お手入れ

やコーディネートのアド

バイスも専門店ならで

60

10

12

目からウロコの知識が満

載です。セミナー後はラ

ンチと一緒に質問ＯＫ。

{hori@itcstg.jp

68

検索 ←

マスミ

※写真はすべてイメージ

50

代の女性から

下記連絡先まで（受付：平日9時 ～17時）

家具

意外と簡単に始めら
れる運用法って？

代～

人気のランチ付きマネー

積立ＮＩＳＡや確定拠

セミナーが開催です！

出年金（個人型=イデコ・

企業型）保険など、おす

すめの運用法をアドバイ

ス。聞いたことはあって

もよく分からない、始め

たいけど難しそう…とい

う人も丁寧に説明しても

らえます。プロならでは、

20

【会場】八伍邸 【参加費】無料 ※参加は女性のみ
【定員】最大５人※感染症予防対策により少人数開催
【申込】氏名・年齢・携帯番号・参加希望日時を

検索 ←

熊本西

は。新築時は図面の持参

価格は家庭の救世主！

アイティコンサルティング

７/17（土）・19（月）
・25（日） 11:45～
（土）
８/ 9（振・月）
・21
・29（日） ※15分前～
９/18（土）
・20（祝・月）
・26（日） 受付

美容

予約はお近くの店舗へ。

（株）
アイ・ティ・コンサルティング 熊本西オフィス

R3.7.17・19・25、
8.9・21・29、9.18・20・26

フローリング

がオススメです。

７月 日（水）は
「土用の丑の日」
主催募集代理店

プレゼント！

家族に寄り添うダイニング

「リビングを見た」で家具を購入すると

熊本大学から阿蘇方面へ車で約10分。広々
とした店内にはキッズルームも完備

「うな重」980円。ボリューム満点うなぎが2枚の
「うなぎＷ重」は1780円 ※すべて税込

貯蓄UPは上手な選択で！

セミナー後の八伍邸ランチ

＜14＞

家 具

■マスミ巧芸社

Ｒ3.7.10～7.16まで

セミナー

リビング読者限定
「リビングを見た」でセミナーに参加すると

土曜日

キズ防止業務用フェルト扌 e-KAGU マスミ巧芸社
をプレゼント！

検索←

28

問合せ／九州事業課

日祝休

午前９時～午後５時、土

表格“うなぎ”。ほっかほ

☎ ０９６
（２９２）
７２６０

夏のスタミナご飯の代

っか亭から、バージョン

アップしたうなぎ弁当が

各種登場中です。

箸で簡単に切れるほど

柔らかくて肉厚…。一度

白焼きして蒸した後、特

製だれに何度もつけて焼

き上げ、蒲焼本来の香ば

し さ に こ だ わ り ま し た。

年々価格が急騰中、この

「うなぎ御膳」1480円

10120・737・154

リビング読者限定 COUPON

グルメ

リビング読者限定
うなぎメニューを予約の際に
「リビングを見た」でお弁当1個につき1点

2021年7月10日

ふすまの
建付けが悪く
しっかり
閉まらない
些細なことだけど
気になる…そんな
悩みはありませんか？

会場／ TOTO熊本ショールーム
（中央区萩原町17-53）
開催／ 10:00 ～ 17:00
問／こだくみ
営／ 9:00 ～ 18:00、日曜休
住／中央区出水8-8-20-403
※価格は全て税込

☎096（240）2986

（担当／矢野）

