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リビング読者だけのお得を集めました！

土曜日

写真

リビング読者限定

早割！ 七五三お参りプラン

「リビングを見た」でお参りプランを成約すると

キーホルダー1個 プレゼント

詳細コチラ

ち ら ん

特別価格

の物産展でも出品依頼が

処・鹿児島の、甘みが強

い知覧茶。旨みや栄養が

最も詰まった、一番茶だ

伝統の製茶技法“釜炒

けを使っています。

余年︶が、熊本にあるのをご存知ですか？

90

中央区京町本丁の お茶の清香園

「読者の皆様へ」大サービス！
家庭用やお土産、贈り物にも◎

“一杯飲んで記憶に残

り”を活かした火入れを

絶えない商品。渋みが少

なく、とろみのあるまろ

るお茶”作りにこだわる

老舗
「お茶の清香園」
。多

行うので、滋味深く、袋

通常1セット（100g864円×3袋）2592円（送料別途300円）を
1980円・送料無料で。限定500セット。1家族1セット限り。申込
期限は8月21日（土）まで。
【支払方法】郵便振替・コンビニ払い・ク
レジットカード払い（手数料無料）【発送】注文確認後10日前後でポ
ストにお届け【返品】未開封に限り、商品到着後7日以内（返送料自己
負担） ※個人情報は商品発送及び案内送付にのみ使用します

◦下記の2店舗では直接購入できます！
至植木
上熊本

R3.7.28～8.21まで、注文・店舗購入とも対象

を開けた時の香りの良さ

（10ｇ×2袋入）2セット進呈！

やかな味わいが特徴で

同園大人気の健康茶

「ふるさと万年茶
ティーバッグ」

くの人に知ってほしい

リビングを見たで掲載商品を買うと

も格別。贈り合いで気持

リビング読者限定

す。茶葉の栄養が溶け出

·ネット注文は右QRから
※ホームページからは注文できません。
必ずこのQRからショップに移動して下さい

しやすく、健康にも良い

ちを伝えるいま、絆が深

まる逸品ですよ。

FAX・ハガキでの申込は①
〒住所②氏名（ふりがな）③電
話番号④商品名⑤「リビング
深むし係」と明記。

と、同園大人気の「深む

茶葉は国内有数のお茶

〒860-0081 熊本市中央区京町本丁6-51

し茶」を読者だけの特別

·健康面でも注目の「深蒸し」製法

茶葉を通常より長く蒸し上げるため、
旨みやコクが深く、有用成分もたっぷり

全国通販で"超"がつくほど人気のお茶屋さん︵創業

ブランド
〝知覧茶〟
を深蒸し仕上げでおトクに

送料無料

＊1家族1セット限り、
7/28 ～ 8/21まで

と注目されています。

10120・737・031

ピアノに親しめます。

1980円（税込）
「深むし茶」は、百貨店

検索←

分、日・祝休 ※税込

「リビングを見た」
で

価格にしてくれました。

たいでんトラスト

⇒合計2892円のところ…

D096
（352）2091（24時間受付）

会場／パナソニックリビングショウル
ーム熊本（西区花園1-5-5）
開催／ 10:00 ～ 17:00
問／岱電トラストグッドホーム
熊本営業所／ 東区小峯2-6-12
第2・4土曜、
日祝休
営／9:00～18:00、

受付／午前９時~午後５時

☎０９６
（３５５）
７２９５

対応の早さは責任
と信頼の証。分か
らない事は何でも
お尋ねください！

ピアノデビューで
ワクワクの夏に！

「カワイ」ではサマーピ

アノキャンペーンを開催

中（８月末まで）。大人も

子どもも、通常コース（対

象 の 教 室 の み ）・ お 試 し

３回コース共にお得！

年のメソッ

この夏は親子でピアノデ

音楽教育

上熊本駅

ビューはいかが？

パナソニック
● 杉塘
リビングショウルーム熊本

・通常価格2592円
（税込）
・ポスト便送料300円

（9:00～18:00受付、日祝休）
施工例は←

トヨタ
自動車
●

ドが凝縮したオリジナル

日︵土︶
・８月１日︵日︶はリフォーム相談会

本妙寺入口

楽譜を使用。初心者でも

戸建てもマンションもお 任せ！ ７月

パナソニックで叶う
﹁理想の水回りフェア﹂

岱電トラストグッドホーム

ジョリーパスタ ●
市電

※1家族1セット、
R3.7.31・8.1（2日間）

県立総合体育館
●

読者 「清香園の深むし茶」
価格！ 100g×3本セット

10120・325・118

32万7800円～

岱電トラストグッドホームは
熊本県マンション管理組合連合会賛助会員です

現給湯器の種類、基礎の有無等で価格は変動します

美しく鮮やかな深い緑色の水色と旨み、甘みが特徴です

·注文はこちらから

マンション用システムバス 0.75坪

（１万1000円）
●大人・子どもピアノ
入会金無料
【対象教室】熊本センター・イオン熊本
中央・イオンタウン西熊本・カリーノ
菊陽・JR水前寺・くまなん・美咲野

「日本有数のお茶の産地 鹿児島県知覧町でとれた一番摘みの
煎茶をじっくりと蒸し上げ、深蒸し仕立てに仕上げたお茶です。」

贈り物の場合は気軽に相談を

マンション用システムキッチン255㎝
21万7800円～
キッチンパネル貼り別途
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食品

熨斗掛け・包装無料

41万2500円～

同社工務の堀田さん

（8250円→4125円）
授業料半額！

·摘みたての一番摘み茶にこだわり

【基本工事はここまでやります！】解体工事・撤去工事
・給排水配管工事・土木工事・電気工事・仕上げ工事

コミュニケーションリモコン
＋脚部カバー付き

大人ピアノトライアル（３回）

「手入れの行き届いた上質な茶園の一番
摘み茶にこだわり丁寧に仕上げました」

戸建用システムバス 1坪

33万7700円（税込）

（7700円→3850円）
授業料半額！
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戸建用システムキッチン 255㎝
キッチンパネル貼り別途
27万5000円～

お昼に湯沸し。太陽光発電に
嬉しいソーラーチャージ機能！

2本セット プレゼント

感染症対策に配慮し

案内できます」
。クロス・

フローリング・内窓、屋

メーカー安心保証10年

商品価格＋標準工事費

オリジナルボールペン

離れて暮らす家族

適な使い心地です。加え

パナソニック エコキュート

HE-NS37KQS370ℓ フルオート

「リビングを見た」で
相談会で見積を依頼した人に

身！

て、普段の掃除も格段に

基本工事費目安
︵税込︶

29万8000円

ピアノチャレンジコース（３回）

＊継続入会で入会金無料、全教室が対象

バス・キッチンの基本工事費目安はこちら

・手洗いカウンター
・床クッションフロア
・壁クロス 付きで
商品価格・付帯工事・税込

リビング読者限定

も遊びに行きたくなる快 「 事 前 予 約 で 優 先 し て ご

ラ ク に。 詳 し く は 当 日、 根・壁塗装工事、サンル

メーカー安心保証5年

見積からアフターまで丁寧な
地域のリフォーム専門店！

れない古いお風呂、汚れ

パナソニック アラウーノＳ160
タイプ1 ラクテク！
NEW!

・ふたオート開閉
・ふたが閉じてから流れる
「クローズ洗浄モード」

限定
5台

が目立つ台所も、技術の

86万4600円（税込）

ームやウッドデッキ等の

希望小売価格
171万5340円

エクステリアも相談を。

◎酸素美泡湯 ◎カビシャット暖房換気乾燥機
◎安心ハンドバー ◎握り兼用スライドバー
◎壁柄25色 ◎スゴピカ保温浴槽
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日（土）・８月１

※不要分は外せます。
その分価格は安くなります

７月

岱電おすすめプラン

日（日）は、岱電トラスト

49.6%
オフ

工事の心配事も工務担当

1

者にまとめて聞けます。

戸建用・ 坪タイプ

パナソニックバスルーム オフローラ ラクテク！

パナソニックの「ラクテ

86万5700円（税込）

ク」製品でお洒落に変

希望小売価格
197万5528円

主催の「孫も喜ぶリフォ

◎10年ファン掃除不要ほっとくリーンフード
◎昇降ウォール ◎食洗機 ◎扉色17色
◎3口IHコンロor 3口ガスコンロ

ー ム 相 談 会 」。 疲 れ が と

※不要分は外せます。
その分価格は安くなります

楽しめる内容で無理なく

※写真は
イメージ

低金利リフォームクレジット、各種カード、
Ｐａｙ Ｐａｙ
支払いできます︵利用条件あり︶ ※写真はイメージ

岱電おすすめプラン

56.2%
オフ

60

検索 ←

カワイ音楽教室

31

リフォーム

パナソニックシステムキッチン
ラクシーナ 255ｃｍ ラクテク！

限定
10台

プランを 撮影完了した人は
︵３万８５００円~︶

時~午後６

分、水曜・第１・３

営業／午前

時

10

︻お参りプラン︼※８月 日までにアルバムセット

・平日
通常１万１０００円↓ ０ 円 ※税込
・土日祝 通常１万６５００円↓５５００円

８月 日までの
撮影が断然お得！
木曜休

30

カワイミュージックスクール熊本

※Ｒ3.7.28 ～ 8.31まで

31

熊本平成店（地図）

☎ ０９６（２１４）４１２２

36

ミユキの多彩な衣裳と

〔中央区平成3-22-41〕

八代通町店

）９ ８ ４ ８

● サンリブくまなん

こだわりの写真で、お子

☎０ ９ ６ ５（

住所／八代市通町５ノ

●

33

さんと素敵な七五三の思

人気のお参りプラン

南熊本駅

ブライダルミユキ
熊本平成店

い出を残しませんか。

は、衣裳＋着付け＋ヘア

メイク＋通常３３００円

の撮影料が込み。笑顔は

平成駅

平成大通り

南署
国道３号線
●

じける前撮りも、お参り

当日のお仕度も安心して

任 せ ら れ ま す よ。 ぜ ひ、

早めの予約を。

●
TSUTAYA

琴平通り

カワイちゃんオリジナル
グッズプレゼント

検索←

ブライダルミユキ

８月まで、夏ピアノキャンペーン

「リビングを見た」
の入会で

ブライダルミユキ

※購入写真から選べます
R3.7.29 ～ 8.31までの期間で契約・撮影
完了した人限定 ※成約済の人は対象外

スクール

リビング読者限定

お茶の
清香園

熊大
附属小

●
P

●英進館

京陵中

●地方裁判所
至熊本城

【本店】
住／中央区京町本丁6-51
営／ 9:00 ～ 18:00、日・祝休

●とれたて市

お茶の清香園
フードパル店

●P

●熊本ワイン
●永田パン

杉養蜂園●
332
至徳王

●熊本市
食品交流会館

【フードパル店】
住／北区和泉町三ッ塚168-25
営／ 9:00 ～ 18:00、火・祝休

