リビング読者だけのお得を集めました！
蛇口一体型浄水器、施工費0円

「リビングを見た」で
“蛇口一体型浄水器”を成約すると
通常8800円～ 1万1000円
（税込）の
取付工事費が

（株）総合内装業TANAKA

無料に

総合内装業 TANAKA

※税込、Ｒ3.7.14～7.31まで

クチコミで話題、
大人の隠れ家

飲み放題付きコース料理

4000円！ 扌

※要予約、
4人まで

Ｒ3.7.14～8.31まで

ンアル系など豊富。日替

す。料理自慢の、かおる

１００種のお酒から

知る人ぞ知る、大人の

ママの味をお楽しみに！

わりの手作り料理付き飲

隠れ家…創業１００年の

営業／午後６時～９時、土

選べる飲み放題！

酒屋さんが経営するレス

日祝休、価格は税込

人気バーテンとかお
るママがお出迎え！

み放題は３０００円で

トラン＆バー「中山酒屋

☎ ０９０
（９４９６）
００４３

※カートリッジも定期便でお届けしてくれます

水 道 町 店 」。 カ ウ ン タ ー

◦壁出しタイプ（左）………3万3000円
（税込）

※店長（和田）直通

◦ワンホールタイプ（右）…3万6850円
（税込）

中山酒屋 水道町店

には、滅多に味わえない

銘酒を含め約１００種類

がズラリ。飲み放題のほ

か、１杯５００円（小鉢

付）でも楽しめます。

つい写真に撮りたくな

るお洒落なカクテル、ノ

一般的な蛇口なら大きな

「ＴＡＮＡＫＡ」が、夏の

工事は不要。ほかキッチ

夏の水分補給、蛇口

日常に不可欠な安心で

ン・フロ・トイレ・内装

【取付工事費無料】蛇口一体型浄水器「takagi」

住所／中央区水道町9-13 中原ビル1階奥
かわいい猫の写真が目印、女子会にもぜひ

エアコン洗浄が6380円〜！
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半額1100円 扌 （株）アイ・コーポレーション
アイ・コーポレーション

先着30世帯限定

プロが徹底洗浄
快適な夏を！

限定3台

37万 7800円

特別
価格

相談会には家づくりの

●もち吉

設計士もいます。戸建て

●

会場／LIXIL
ショールーム熊本

やマンションに合わせ

平成けやき通り

心地よい快適な
家づくりを提案！

公園
流通団地

た、幅広い要望に応えて

R3.７.17・18来場限定

サンリブシティ
●くまなん

人気のシステムキッチ

深型食洗器の変更無料！
扌

平成さくら通り

くれるので気軽に相談し

キッチンの成約で4万円相当の

てみてください。

※個人情報は本人の同意なしに第三者へ提供されません

■エーエス・ライジング

琴平通り
平成駅

ンは、温かみのあるホワ

FAX、ハガキでの申し込みの場合、名前
（ふりがな）
・電話番号・
〒住所・生年月日・
「温室みかん」
・箱数・
「リビング熊本1635係」
を明記し上記宛先まで送ってください

TSUTAYA ●

イトカラーで高級感ある

※無くなり次第終了 ※R3.7.14～7.30まで

熊本市西区春日7-38-1-2F
とっぺん市場「リビング熊本1635」係

リビング読者限定 COUPON

仕上がり。セラミック加

送料無料！

↑コチラからも
注文できます

平成大通り

「温室みかん」を注文すると

工で油汚れもしっかり弾

※現地の状況で別途工事費が必要な場合あり

受付
（9:00 ～ 20:00、日祝休）

〒860-0047

いてくれます。お風呂は

1 0120・932・111

「リビング熊本1635」
で

エーエスライジングのポイント！
•新築を手掛けているから“センスが良い”
コーディネート力が高い
•網戸交換や水回りリフォームなど小さな
ことから大きなことまでできる！
•施工後のアフターフォローも万全

●返品・交換／商品到着後3日以内に連絡を
（送料購入者負担）
●発送／注文確認後10日前後。天候により前後する場合あり

D 0120・932・169

になる”をコンセプトに、

お問合せはエーエス・ライジングまで！

“ も っ と、 お 風 呂 が 好 き

甘さが凝縮された小玉
サイズを中心に、市場
からお届け

●支払い方法／代金引換（手数料別途330円要）
※贈答用の場合振込みのみ
（手数料別途200円要）

心地よさと使いやすさを

●送料／無料 ※離島
（北海道・沖縄含む）
の場合は
別途費用がかかります。詳しくは問合せを

19万8000円（税込）

※使用中の給湯システ
ムの種類や設置場所で、
工事費が変わります

追及。人造大理石浴槽で

【申し込み・購入方法】

・インターホンリモコン
・脚部カバー 付

傷が付きにくく、掃除も

1箱3980円（税込）／約1.5kg（15 ～ 25玉）

限定 パナソニック エコキュート
3台 （HE-NS37KQS 370ℓ・フルオート）

ラクラクです。ほかエコ

※通販限定。店頭の販売はありません

46万8000円

※工事費目安（15 ～25万円）

キュートも特別価格に。

「完熟とろコク温室小みかん」

エーエス・ライジング

39 万8000円

限定3台 タッチレス水栓・食洗器 付
限定3台

リクシル システムキッチン W2550
As・Risingオリジナルプラン

（税込）

特別
価格

（24時間受付）

家の外のリフォー
ムもおまかせ！

浴室暖房・人造大理石浴槽 付

リクシル システムバス
「アライズ1616」

（税込）

ん市場」では、ベテラン

人気商品のため
お早めに！

で、手間ひまがかかるの

け を 市 場 直 送 で お 届 け。

目利きが厳選したものだ

田崎市場内の「とっぺ

みかんといえば冬のイ

ども生産者が少ないみか

で、名産地・熊本と言え

限定3台

※戸建て工事費目安（20 ～45万円）
マンション1612サイズ（20 ～35万円）

リビング読者限定

「毎日が楽しい家作り」

検索 ←

みかん作り名人の
愛情と手間ひまが生む逸品

に旬を迎えるのが希少な

今、離れて暮らす家族や

気軽に行き来ができない

メージですが、今の時期

度。酸味が少なく、深

友人に熊本の味を送りま

せんか？

んなのです。平均糖度は

徴です。

みのある甘さとコクが特

徹底した温度管理、水

や養分の与え方まで厳密

「温室みかん」
。

に管理されたハウス栽培

13

とっぺん市場

日（土）・ 日（日）

18

を提案している住宅会社

７月

に「リフォーム相談会」が

開催。各３台限定で特別

シンプルでカッコいい

価格です！

カーポートの「エフルー

ジュ」は、雨の日の車の

17

濃厚なコクと甘さ。希少な「温室みかん」
とっぺん市場

「エーエス・ライジング」。

※工事費目安（10 ～18万円）

乗り降りが快適に。さら

に台風シーズンは飛来物

から車を守ってくれる大

活躍の商品です。開放的

な空間が生まれる「ソラ

リア」は、窓際の温度上

昇を防いでくれたり、天

気を気にせずに洗濯物が

干せたりと人気です。憩

いの場にもなりますよ。

10 年以上たったエアコンは保証の対象外となる場合
があります

定価78万670円が

（税込）

29 万9200 円

特別
価格

※工事費目安（5 ～10万円）

送料無料！ 毎年完売の人気商品、皮が薄く実がびっしり

食品

定価70万8730円が

YKK ソラリア テラス囲い
スタンダードタイプ

（税込）

特別
価格

18

限定3台 広々とした空間は自由自在

車２台がラクラク停められる

YKK エフルージュ
「ツインファーストシリーズ」

です。※すべて税込

電話受付／午前９時〜午

後６時、日曜休

専門スタッフのエアコ 住所／東区長嶺南６ノ２

ン洗浄で、夏を快適に過 ノ２

０９６（２２１）３６４２

プラズマタイプ ＋ 1100 円
お掃除機能付き ＋ 4400 円
階段３階以上 ＋ 550 円〜
〈オプションメニュー〉
光触媒スーパールミチタン
（抗菌コート）１台 2200 円
室外機洗浄
＋ 1100 円

ごしませんか。エアコン ☎０９６（２９５）４０４６

分解洗浄は１台目６３８

０円〜、２台目以降は５

３９０円〜です。スタッ

フは全員、毎月抗原検査

を 実 施。 作 業 着 や 道 具、

触れた箇所を消毒して作

業します。電話が混み合

う時期なので、ＨＰやＦ

ＡＸでの予約がスムーズ

FAX

付加料金

検索 ←

「家の話、
しましょう」
でおなじみ。“ＹＫＫ”
＆
“リクシル”
で夏の過ごしやすさが変わる

リフォーム

日
︵土︶
・ 日
︵日︶
はリフォーム相談会！

クーポン提示で
光触媒スーパールミチタン（抗菌コート）

＜12＞

グルメ

■中山酒屋
来店時にクーポン提示で

通常5000円→

検索←

土曜日

クリーニング

■アイ・コーポレーション

通常2200円→

健康応援・施工費無料キ

美味しいお水。飲料水の

リビング読者限定 COUPON

から安心の浄水を！

ペットボトルは買い出し

など、お家の困りごとは

※価格は税込

ャンペーンで“ご奉仕”！

やゴミが溜まって面倒で

何でも気軽に相談を。

☎096(200)5068
受付／ 9:00 ～ 18:00
日曜休
住所／北区飛田2-10-95
※市内・市内近郊は出張見積
無料（詳細は問合わせを）

すよね。蛇口専門タカギ

の蛇口一体型浄水器なら

浄水と原水の切り替えが

ボタン１つ。料理・飲用

と掃除・洗い物など使い

分けできて快適です。

今回はやる気あふれる

職人の丁寧施工が評判の

【問い合わせ】

リビング読者限定 COUPON

リフォーム

リビング読者限定

2021年7月17日

会場／リクシルショールーム熊本
（南区田迎1-9-10）
開催／ 10:00 ～ 17:00
問合せ／エーエス・ライジング
住所／ 南区江越2-9-20
営業／ 9:00 ～ 18:00、水曜休

※写真はイメージ

エーエスライジング

検索←

☎096（334）0924

