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2021年7月24日

リビング読者だけのお得を集めました！

土曜日

リビング読者限定 COUPON

リビング読者限定 COUPON

グルメ

■十徳や 田崎市場通店・けやき通店・水前寺店

夏の季節御膳
「夏の季節御膳」
昼夜1280円
1280円！

クーポン提示で
光触媒スーパールミチタン（抗菌コート）

ドリンクバー付 1645円→

（夜はドリンクバー除く1280円）

十徳や

※昼夜利用可（水前寺店は夜営業のみ利用可）
1枚でグループ全員可、税込 ※R3.7.22〜8.31まで

通常2200円→

エアコン２台目以降5390円〜

半額1100円 扌 （株）アイ・コーポレーション
エアコン内部洗浄
夏を快適に！

7月22日・23日、TOTO夏の水回りフェア

したトイレ
﹁ＺＪ﹂
やシン

さを追求したキッチンも

術のキレイ除菌水を搭載

プルながら使い勝手の良

人気シリーズのバス
お見逃しなく︒ぜひショ

人気バスが︑読者限定オプション

日︵祝・木︶・

ールームで体感を︒

来場は予約がスムーズ

プランに！

７月

性 も 優 れ た 機 能 が 充 実︒

施工は水回り工事が得

R３.7. 22・23の２日間限り

床や魔法瓶浴槽など︑お

読 者 限 定 の 成 約 特 典 で︑

意な﹁Ｍ Ⅰリフォーム﹂
︒

本体価格 通常

（シンプルプラン、2550）

58万円（税込）

※標準工事費20万〜 30万円

TSUTAYA ●
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
TOTO熊本
ショールーム

●

● ●
公園

浴室換気乾燥暖房機
サービス！

23

99万4950円が

※写真はすべてイメージ

リビング読者限定

22

TOTOキッチン
「クラッソ」

※取替・処分費込み、
排水芯で変動する場合
があります、手洗い・
ウォシュレット一体
型、税込

【成約特典】バスの成約で

日︵祝・金︶︑ＴＯＴＯシ ﹁サザナ﹂は︑ほっカラリ

トイレ・キッチンが２日

浴室換気乾燥暖房機のオ

9万8000円

ョールームで夏のリフォ

間限定の特別価格で登場

プション付き︑年中快適・

本体価格 通常

23万9000円が

水栓交換・漏水
など幅広く対応

です︒リフォームを検討

つまり除去・修理なども

2日間限りの特価！

TOTOトイレ
新型ZJ

ー ム 祭 り が 開 催︒ バ ス・ 手入れのしやすさ・断熱

したいなら︑家族での時

洗濯物の室内干しにも困

※標準工事費40万〜 50万円、税込

平成大通り

※対面でなくメールでの注文もできます

45万円（税込）

間が取れる連休中にじっ

プリントと一緒に名前を

川

白

FAX 096（352）2752
E-mail:
print14@furushohonten.co.jp

本体価格 通常

117万8870円が

気軽に相談できますよ︒

刺繍で入れたい⁝そんな

3

TOTOバス「サザナ」※シンプルプラン
1616サイズ

りません︒また︑独自技

部活の試合や大会︑メ

老舗繊維商社だから品ぞろえ大満足
特典利用でベースのウェアが半額に！

ンバー＆保護者もおそろ

要望にも応えてくれま

ッ ズ 共 に と っ て も 豊 富︒

す︒特にＴシャツのバリ

速乾＆着心地のいい素材

長六橋

住／中央区古川町13
営／ 9:00 〜 17:00、土日祝休

☎096（355）3318

●
肥後銀行

● 法華
クラブ

いの服で挑めば︑チーム

以上に渡って営む﹁古荘

やカラーもカタログから

古荘本店 ●
グラース

●

エーションは︑大人・キ

本 店 ﹂︒ 実 は︑ オ リ ジ ナ

じっくり選べます︒

●

力もグッとアップ！

ルのプリントウェア作り

古荘本店

繊維総合卸事業を百年

も〝実力派〟と評判です︒

新市街

慶徳校前
電停

R3.7.20 〜 8.31まで

セブン ●
イレブン
タクシー

Tシャツ・ポロシャツ・トレーナーなど各種

サクラマチ ●
パスート24 ●
西辛島町電停

大衆

ベースのウェア類が
カタログ掲載価格の半額！

今なら特典利用で︑ベ

注文時に
「リビングを見た」
と伝えると

対面で打ち合わせがで

リビング読者限定

ースのウェアが半額に！

同条件で30枚作成すると1枚当たり1027円
次回以降は版代が不要のためさらに安くなります

お店やイベントの集客に

◎Ｔシャツ代 通常1100円が特典利用で
半額の550円×100枚
ほか、版代・加工料など合計8万6900円
1枚当たり 869円 ※すべて税込

きるので︑安心感が違い

フロントプリント（1色）・デザインＡ4サイズで
100枚製作

もぜひ活用ください︒

【費用の一例】右上写真・左と中央のＴシャツの場合

ます︒こんな図柄にした

＊サイズ・色・素材・デザイン…かなり豊富！

❸製作枚数を決める
❹見積もり・費用の提示
❺修正などの打ち合わせ・最終確認
❻オリジナルプリント製作
❼納品 正式注文から約2 〜 3週間で完成！

Ｔシャツ・ポロシャツ・トレーナー・パーカー・ブルゾン・
エプロン・トートバッグ・キャップ・はっぴ・のぼり・旗・
横断幕…いろいろなアイテムにプリントできます
いけれど︑バランスは？

❶プリントする絵柄・文字等のデザインを
決める (データは各自作成となります)
❷カタログからTシャツの種類を選ぶ

エムアイリフォーム

あなたの町のおうち水廻りパートナー

くり考えてみませんか？

オーダーの流れ【Ｔシャツの場合】

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

バス・トイレ・キッチン、リフォームしたい人必見です！

︽こんな人にオススメ！︾

●初めてなので︑ネット注文だと不安
●プロのアドバイスを聞きながら決めたい
●せっかくなので納得のいくものを作って
繰り返しオーダーしていきたい

アイテム一例

す。※すべて税込

電話受付／午前９時〜午

後６時、日曜休

古荘本店 プリント部門

エアコンを徹底洗浄し 住所／東区長嶺南６ノ２

オリジナルプリントで団結力 UP！

リフォーム

て、夏を気持ちよく過ご ノ２

部活や趣味の仲間と、イベントやお店のユニフォームにも

０９６
（２２１）
３６４２

アプリ←

営業/11:00〜14:30（14:00os）
17:00〜23:00（22：30os）
状況により変更になる場合あり

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

しませんか。エアコン分 ☎０９６（２９５）４０４６

夏の季節御膳1280円（税込）

解洗浄は１台目６３８０

日の土用丑の日︑ス

テイクアウ

ポーツ観戦など団らんの

FAX

付加料金

28

円〜、２台目以降は５３

９０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

31

時期なので、ＨＰやＦＡ

Ｘでの予約がスムーズで

７月 日〜 月 日

肉＆うなぎフェアも

８

検索 ←

アイ・コーポレーション

先着30世帯限定

22

お供にうな重や刺身弁当

％引入会特典発行

はいかが？

トは

大好評の﹁十徳や﹂月替

わり企画︒つるっと涼風

％ 引 特 典 も 好 評︒

中のアプリがお得︒毎月

店内は飛沫防止の仕切

ざるそばに︑うな丼が贅

夏野菜天
り設置︑消毒︑換気実施︒

田崎市場通店

沢な﹁夏の季節御膳﹂が︑ 発 行

１２８０円！

手作りローストビーフ

☎０９６
︵３１２︶
１４５５

ぷら付きです︒

のサラダや丼︑和牛サー

☎０９６
︵３３４︶
９３７７

けやき通店

☎０９６
︵３８６︶
２３４５

水前寺店︵夜営業のみ︶

ロインステーキが登場す

焼・炙り寿司などうなぎ

る肉フェスやうなぎ蒲

フェアもお見逃しなく︒

ファッション

10

20

田崎市場通店・けやき通店・水前寺店

クリーニング

■アイ・コーポレーション

第二

P 駐車場
● 生協

ローソン
至東バイパス

会場／ TOTO熊本ショールーム
（中央区萩原町17-53）
時間／10:00 〜 17:00
予約・問合せ／エムアイリフォーム
営／９:00 〜 18:00、火曜休
住／中央区黒髪5-22-4

☎080（5213）
9167

（担当／井原） ※価格はすべて税込

