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ゲラチェック欄 ※確認印をお願いします

PolarStar

了15：49

TEL

FAX

URL

検索

ＱＲ

価格

2021年7月17日

月
7・
8
開催
無料講座

リクルート スーモカウンター注文住宅

無理のない資金計画で
「理想の我が家」
を実現
外出が難しい人は、通

いずれのサービスも当 話無料の電話相談サービ

もしてくれます。

8万円
2612万円
12万円
3919万円
9万円
2939万円
13万円
4245万円
10万円
3266万円
14万円
4572万円
11万円
3592万円
15万円
4899万円
※35年返済、全期間固定型、金利1.5％、ボーナス返済
なし、頭金を除く、元利均等返済の場合の試算

何社もまわり続けている中、予算
内で建てられる建築会社を紹介し
てくれた
（40代・男性）

※スーモカウンター注文住宅・新築
マンションの利用組数合計
（2021年
3月末時点）

ＣＭで活躍中のキャラク
ター ｢スーモ」

毎月返済額 借入可能額 毎月返済額 借入可能額

日参加が可能ですが、事 スもあるので利用してみ

スーモカウンター
利用者の声

※不通の際は℡0120-300-829

今の家賃で買える額は？

外出自粛やテレワーク 住まい探しの悩みを無料 前に「リビングを見て」と て。

くとスムーズ。

℡0800-817-4777

購入予算額の目安

家づくりに必要なお金の全体像や
予算の立て方を教えてもらい、安
心して建てられた
（30代・女性）

など家で過ごす時間が増 でサポートしてくれる強 問い合わせて予約してお

役立つ「無料講座」を多

えた今、もっと快適に暮 い味方です。

らすために住み替えを考

数開催。家づくりの流れ

広 々 と し た リ ビ ン グ、 や価格相場、建築会社の

える人も多いのでは。

スムーズな家事動線、た 選び方などを、第三者の

っぷりの収納、在宅勤務 立場で独自の情報を交え

35万組以上が利用

スーモカウンター

無料相談は
電話でも
受けられます

※当日予約OK、
予約優先。
各講座とも全店舗共通
※上記以外の日時でも受け付け可能
◀開催店舗は左記で確認を

申し込み・問い合わせ
（いずれもフリーコール）
スーモカウンター（無休 9:00 ～ 21:00）

◎スーモカウンターは全国に177店舗あり
ます
（2021年5月末時点）
。詳しくはWEBで
確認を

に対応したワーキングス ながら丁寧に教えてくれ

各日①10:30 ②13:30 ③15:30
（各回約90分）

個別に相談したい人

7月15日（木）～8月1日（日）

ペース…理想を実現でき ます。

予算の読み方、条件整理、建築会社の紹
介など個別の要望について相談可能。講
座をすべて受けたい人にもおすすめです

る 自 分 た ち の 一 戸 建 て。

建築会社を価格帯別に解説。保証や
メンテナンスなど、見落としがちな
点もチェックできます

まずはあなたの予算で建 は、「個別相談会」に申し

個別相談会

建築会社を複数ピックア

個別の疑問を解消したい人は

ハウスメーカー・工務店
選び方講座

てられる家の価格を知っ 込 み を。 要 望 を も と に、

注文住宅の価格相場、見積もりの読
み解き方などが分かり、必要なお金
の全体像がつかめます

1000万円台で家が建つ!?

全国に１７７店舗ある ップ。面談の設定や同席

お金の考え方や土地の探し方、建築
会社の選び方など、初心者向けに家
づくりの流れが分かる内容です

日時

※リビング新聞の記事は、弊社および関連のｗｅｂサイト上に掲載され

注文住宅価格まるわかり講座

ておきませんか？

「スーモカウンター」は、 だけでなく、断りの代行

必要なお金の目安を知りたい人は

はじめての
注文住宅講座

建築会社の特徴を見極めたい人は

上益城郡嘉島町
菊池郡菊陽町光の森7-33-1
大字上島字長池2232
ゆめタウン光の森 南館 1階
イオンモール熊本 1階
※各店舗とも臨時休業する場合があります。営業時間・定休日、アク
セス・駐車場などは、電話またはWEBで確認を

＜8＞

賃貸？ マイホーム？ 次の家で迷ったら無料講座へ

何から始めていいかわからない人は

◆近くのスーモカウンターはこちら
イオンモール熊本店
ゆめタウン光の森店

土曜日

写真

おうち時間が増えた
“今”
だからこそ考えてみませんか？

人気の無料講座＆個別相談会 開 催 日 程

スーモカウンターは、い
ずれも便利な立地。第
三者の立場のアドバイザ
ーが丁寧に対応してくれ
ます。まずは気軽に訪ね
て相談を

日時

お得なエアコン洗浄、販売・リースなど、空調の専門家。高い洗浄力が評判、申込・問合せもぞくぞくと増えています

エアコンクリーニングでムダな電力をなくし、キレイな空気を取り戻そう
住まいの空調・電気設備工事パートナー （株）
サンテクノ

検索←

術力の高さは評判です！

空気を保ちたい今年はエ

﹁健康で快適な空気を実現！ キレイな
室内環境で︑明るい暮らしに貢献﹂

細かい部品まで洗浄する

熊本県ＳＤＧｓ登録申請中企業

空調専門店﹁サンテク

家庭での掃除が難しい

ノ﹂のエアコン洗浄は全

こ と で 効 き も 良 く な り︑ 内 部 の ホ コ リ や カ ビ は︑ アコン洗浄で部屋の空気

環境改善に繋がります

メーカー対応︒エアコン

特

よ︒夏の大稼働シーズン

つくば 大江戸

イヤな臭いや効きの悪さ

湘南

10

％削減にな

とちぎ

内部のフィン︵熱交換器︶ ﹁ 電 気 代 が

※スタッフはマスク着用、手洗い、アル
コール除菌を徹底しています

は目の前︑家族の健康の

●電話予約・問合せ時にメーカー名と型番・
年式が必要です。受付案内がスムーズになる
ので、あらかじめ調べておくのがおすすめ

った﹂
という喜びの声も︒ の原因︒風と一緒にハウ

※空気清浄機能付＋1000円、
室外機＋ 2000 円〜

表面の目づまりと︑目に

③業務用エアコン

………………… 1万 5000 円〜

ためにもぜひ予約を︒

…………………２万1000 円〜

スダストを撒き散らして

②お掃除機能付エアコン

いるかも︒特にキレイな

7500 円

保守・メンテナンスのア

通常１万 2000円が

フターケアも万全です︒

① 10 畳までの家庭用エアコン

見えない裏面のしつこい

東京

【200 世帯限定】

固まった汚れを洗浄︒技

フィン（熱交換器）表面の目詰まりと、目に
見えない裏面のしつこい固まった汚れを洗浄！

※エアコン洗浄について＝洗浄後30
日以内の不具合は無償対応可（部品劣
化・摩耗は依頼者負担）
、部品洗浄の
ため浴室利用、訪問先に駐車場がない
場合駐車代が別途必要 ※前日・当日
のキャンセル不可、洗浄作業は日祝
OK、予約日程の変更は応相談、地域
によっては出張料が別途発生する場合
や対応ができない場合もあります

横浜南 田園都市 東京東

熊本

エアコンクリーニング
キャンペーン（税込）
など︑要望に合った最適

な製品を提案︒取付まで

横浜

最 新 モ デ ル ほ か︑ 豊 富 な 商 品 ラ イ
ンナップ︒販売・リースも受付中

ふなばし かしわ さいたま

新しいエアコンに替え

千葉

お任せで安心です︒

多摩

るだけで省エネ効果が期

の手 東京南 むさしの 東京副都心 まちだ

待できます︒新築や引っ

熊本市東区下南部1-3-130、受付/9:00 〜 17:00、日祝休
官公庁指定業者 特定建設業 熊本県知事許可（電気・管工事業）第16404号

エアコン修理・洗浄ＯＫ！
見積もり無料
「メーカーと型番、年式
をスタッフにお伝え下さい」

引がある同社だから実現

・サービス技能士（調査・診断・修理）・第１種電気工事士
国家資格
・第２種電気工事士
・一級管工事管理技士
多数取得
・一級電気工事管理技士 ・フロンガス回収・取扱技士

クリーニング以外にも

「安全・安心を届けます」

越し他︑エアコンの新設

株式会社

できる価格です︒最新モ

（株）
10120・25・3016

エアコン販売・リースも

「ダイキン」「日立」特約・ストール取扱店

空 調 専 門 店 な ら で は︑ も相談歓迎です︒

ブランド企業を目指す（SDGs申請中）

デルも取り扱いあり︒

10万2300

・10畳

特別価格で用意︒家庭用

深い商品知識を持ったス

・８畳

※標準工事費込
（配管４ｍまで）
※リサイクル料が
別途かかります
※部屋の広さは
円 目安です

はもちろん︑割引が難し

8万300 円
9万1300円

・６畳

タッフが部屋の広さや機

●ダイキン製 新冷媒R32採用
Eシリーズ2020年 モデル

いと言われる業務用も割

エアコン販売 家庭用タイプ（税込）

能性︑デザイン︑節電性

→31万9000円

※セット価格（本体+室外機+リモコン+パネル）、
取付・工事費別途・見積もり必要、リモコンはワイヤードタイプ

引対象︒日立やダイキン

メーカー価格115万600円

など︑各メーカーとの取

エアコン販売 業務用タイプ（税込）
●ダイキン製エコ・ラウンドフローセンシング
タイプ標準シリーズ P80形（３馬力相当）

サンテクノ

送り
熊

NW掲載エリア

