2021年7月24日

受講後、同院への就職で受講料免除！ 受講希望者は同院でコロナワクチンを接種

土曜日

＜6＞

TOTOピュアレストQRがウォシュレット（脱臭機能）付で驚きの大特価です

成城介護の学校「介護職員初任者研修」受講生募集 ５セット限定で、23万2100円が9万7900円に！
９万７９００円︵税込︶
万２１００円↓

ＴＯＴＯ超節水便器﹁ピュアレストＱＲ﹂＋ＴＯＴＯウォシュ
レット︵脱臭機能付︶﹁ＴＣＦ２２２２Ｅ﹂

通常

サッとひと拭きでキレ

イが続くＴＯＴＯの超節

水便器﹁ピュアレストＱ

Ｒ ﹂︒ 今 な ら ウ ォ シ ュ レ

ランチ︑
スイーツ⁝
熊本の情報発信中

﹁リビングくまもとＷ

ｅｂ﹂では︑グルメネタ

1万8260円

を中心にショッピングや

2万570円

ット付で５セット限定の

2万8270円 2万3650円

23

セットのウォシュレット

イベントなど︑熊本の楽

110万円

9130円

特別価格に！

1万2870円

しい情報を発信中︒

1万9800円 1万6610円 1万4410円

リビング熊本スタッフ

1万4190円 1万1880円

が新しいお店や新商品な

1万340円

55万円
77万円
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代の

5500円

〜

7年

6270円
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どを発信する﹁りびくま

6年

7150円

に ゅ 〜 す ﹂︑

5年

8580円

陶器表面を滑らかに仕

上げる独自技術で︑少量

の水でも汚れ落ちは抜

群︒出張・見積もり無料

です︒まずは問合せを︒

4年

33万円

R3.7.20〜7.31まで

女性が地元ネタを読者目

金額／期間

線で発信する﹁地域特派

の吸気口に貼るだけだか

業務用空調リース月額料金一例（税込） ※詳細は問合せを

員ブログ﹂など盛りだく

ら︑どのメーカー︑どの

どんなメーカーのエアコンにも対応︒

﹁お店を盛り上げてい

型のエアコンにも取付可

ウイルスやホコリを吸着＆分解！

きたいけど︑コロナを広

能︒取付作業もすべて同

エアコンリース で賢い経営を！

①突発的故障なら修理費が無料
②省エネエアコンだから、快適＆無理なく節電
③多額の購入資金が不要、安定した定額払い
④修理対応は 24 時間 365 日ダイキンが対応
⑤リース代は経費で処理（税理士、
会計士に相談を）

さん︒月〜土のほぼ毎日

新しい情報が更新される

☎０９６
︵３５９︶
３３１１

ので︑お見逃しなく！

空調専

業主さん必見！

社スタッフがしてくれる

げるのも怖い﹂という事

門の同社がオススメする

すでに︑飲食店や福祉

※先着30人限定

ので安心です︒

【リース見積もり】 【リース成約】
4色ボールぺンor
マグカップor
スマホ用ストラップ ガラスのコップ

のが︑空気清浄機にも使

ぴちょんくんグッズプレゼント

初月
無料

われている﹁チタンアパ

見積もり依頼・成約時に「リビングを見た」で

33

店舗用はもちろん︑家庭

読者限定 特典

業務用空調機リース税込 万円〜
最大７年契約可能︑今だけ初月無料

営業／午前９時〜午後５

ノ８

43

業務用空調リースも同

☎０９６
︵２８５︶
５８９６

住所／尾ノ上１ノ

社へ︒省エネ・環境性に

優れた︑ダイキン﹁ファ

時 分︑土日祝休

イブスタージアス﹂が

月 々 定 額 で リ ー ス 可 能︒

旧型に比べ︑電気代が半

分以下になる場合も︒コ

スト削減に悩むオーナー

さんは相談だけでもぜ

ひ︒換気率ＵＰの後付け

機器もありますよ︒

高機能換気設備「ベンティ
エール」は後付けも可能

45

タイトフィルター﹂です︒ 施 設 な ど も 続 々 と 導 入︒

用のルームエアコンにも

7000円

※ルームエアコンにも取付可能です

ウイルスなどの有機物

対応できますよ︒

例）285×489㎜

を吸着・分解し︑部屋の

9000円

●天井吊り下げタイプ

空気を清潔に︒エアコン

例）573×573㎜

営業／午前８時〜午後８時

※税込

検索 ←

テクノエナジーシステム

検索 ←

水回り

読者限定 特典

検索 ←

くまもと成城病院

店舗も、
自宅も！ エアコンが空気清浄機に

●ラウンドフロータイプ

住所／西 区 新 土 河 原 ２ ノ

介護の職場体験も随時受付中。詳細は問合せを

トイレットペーパー
ホルダー進呈！

吸気口に専用フィルターを貼るだけ。カンタン施工で感染対策！

チタンアパタイトフィルター

ホームズ

「リビングを見た」
と伝えると

ぜひフォローして
ください♪

清潔空間を実現

※税込

2021 年8/18（水）〜 11/12（金）
毎週月・水・金曜、祝祭日は除く
18:30 〜 21:30 募集人数 20 人
4 万3000 円（テキスト代・税込）
※ 3 回の分割払い可
●申込みは電話で連絡下さい。申込書・日程表・
案内が送付されます（申込書到着後受付）

︑無休

平日の月・水・金の夜間講座

50

熊本

実施期間
講義日
講義時間
受講料

Web更新情報を
インスタグラムでも
お知らせしています！

テクノエナジーシステム
（株）

４ノ

０１２０・３１１０・４２

36

日間︶の日程で行われ

ます︒詳細は問合せを︒

1

研修は自宅学習＋通学

問い合わせ／午前８時

８月スタートの﹁介護

生を募集中︒今回は新型

30

職員初任者研修﹂の受講 ︵

コロナワクチン接種済み

〔北区室園町10-17〕

30

分︑日祝

● 桜間
脳神経外科

分〜午後５時

至ルーテル
大学

の人限定で︑未接種の人

☎０９６
︵３４４︶
３３１１

整形外科

︵担当／黒田︶
は 同 院 で 接 種 で き ま す︒ 休

雇用保険﹁教育訓練給付

０９６
︵３４４︶
３３１２

至水道町

● あさはら

国道３号線

浄行寺
交差点

くまもと
成城病院

●

金﹂対象の講座ですよ︒

授業は全て同院内で行

い︑平日月・水・金の夜

間に実施︒仕事や家庭と

も両立できます︒昼は同

院で働きながら︑夜︑受

講することも可能︒研修

後同院に就職すれば受講

料が全額返還されます！

D

至植木
ベスト電器 ●
●
TKU住宅展示場
住まいランド

ホームズ

︵標準取付工事費・廃材処分の費用込︶ ※イメージ

くまもと成城病院（旧 竜山内科リハビリテーション病院）

医療法人 山部会

毎日見て楽しいWebサイト
熊本リビング新聞社
←詳しくは、

へ！
「リビングくまもとWeb」
リビングくまもとWeb

検索←

