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土曜日

＜8＞

営業等は一切ないので気軽にＯＫ。リフォームを任せたくなる、安心で分かりやすい見積もりとサービス力

ショールームで品質チェック。他と比べて分かる タカラ の良さ
熊本県知事建設業 許可登録 （株）
ムラカミ電機

ムラカミ電機では︑下

おられます︒しかし︑使

で商品を検討される方も

●床がきしむ

●部屋が寒い

●トイレに手すりを付けたい

●電気代が高い ●玄関戸を替えたい
● クロスのすき間が気になる

など

見積もり依頼をすると

『キッチンペーパー』プレゼント！
＊9月30日までの依頼

10 月 12 日
（火）開講

・第②④火曜 13:30 〜 15:00
・月額／ 3520 円（税込）
※持っていない人はご相談ください

講師／井上 明峰

日本民謡協会 教授

熊本民謡から全国民謡舞
踊まで、約50曲もの指導
ができる実力派講師です

【熊本民謡】・おてもやん ・きんキラキン
・牛深ハイヤ ・ポンポコニャ ・田原坂
・火の国小唄 ・よへほ

講座内容

熊本県民おなじみの

地域で愛されてきた唄に

＊ゆかた、または単衣着物持参

【他の民謡舞踊】 ・会津磐梯山 ・潮来音頭
・鹿児島小原節 ・祇園小唄 ・炭鉱節
・黒田節 ・ソーラン節 ・チャッキリ節
・花笠音頭 ・長崎ぶらぶら

下見から施工まで自社で一貫対応

見・見積もりから主要な

に見なければ分かりませ

大 工︑ 設 備︑ 電 気 工 事︑ い勝手や機能性など実際

●照明が暗い

火曜
熊本から全国の民謡舞踊までマスター
月2回 「はじめての民謡舞踊」講座

〝おてもやん〟をはじめ︑

合 わ せ て 踊 る﹁ 民 謡 舞

踊 ﹂︒ ゆ か た や 着 物 を 身

につけて踊る︑日本の伝

日から︑この民

統ならではの美しさも魅

月

12

力の一つです︒

謡舞踊の新講座がリビン

グカルチャーセンターで

開講︒基本の姿勢や動き

からしっかり指導してく

れるので︑初心者でも安

心 で す︒ 無 理 な く 足 腰・

頭を使うので健康づくり

さらに９月末まで︑通

にもぴったり︒

常３３００円の入会金が

半額︵１６５０円︶に！

詳しくはＨＰ︑または問

合せください︒

※講座では感染症対策を徹底しています

ん︒当社ではまずショー

●お湯の出が悪い

リビングカルチャーセンター はません校
10

家じゅうのお悩みもお気軽に

●ドアの閉まりが悪い ●畳をフローリングに替えたい

美しい所作で楽しく舞う、「民謡舞踊」開講！

☎０９６
（３７０）
１１１２

アフターまで自社の正社

ズバリ解決！

9月末までの入会で、入会金が半額に。何歳からでも始められる新講座です

【申込み・問合せ】

ルームで実物を見てもら

冬も温かい浴室に
するなら︑タカラへ

冬の浴室⁝寒いと体に

負担がかかります︒毎日

続くと健康にも精神的に

タカラのバスなら真冬

もツライですよね︒

もポカポカ︒脱衣所まで

温かくすることも可能で

す︒真冬に間に合わせる

＊相談会はコロナ対策を
して実施。消毒・マスク等
ご協力ください。ワクチ
ン接種済みのスタッフが
対応。自宅への訪問時も
マスク着用等、
徹底します

なら︑もう動き出すタイ

さぁイチバン

●エルセルモ
熊本

ミング︒ぜひ見てほしい

10120-2539-31

白山通り
●ダイキ

肥後銀行● 世安

機能性は︑今週末の相談

3

至川尻

北区龍田陳内4-20-32
熊本県知事建設業許可
（般-25）
第17445号

会で体感を︒

至田崎

会場／ タカラ熊本ショールーム

❷支払いは ※1 ❸エコキュートにすると
給湯燃費が ※2
月々 5000円
月々1500円前後に
でOK

※1 39万8000円の場合、頭金9万8000円・60回払い（金利手数料なし）
※2 同社調べ、3 〜 4人家族で一般的なお湯の使用量

●エネオス

タカラ ●
熊本ショールーム

（中央区世安町356-1）

※ポスターイメージ

10年タイプ

産業道路
白川

10:00 〜17:00

その理由は︑納得の価

80歳までに完済できる
人は、ローンの利用も
できます。

❶長期安心修理
サービス

至市街地

ニッポン
レンタカー●

員が対応しています︒

33万8000円（税込）
〜39 万8000円

至熊本駅

9月11日（土）
・12日（日）

うことで︑納得いく商品

分割での
支払いもOK ！

※現在お使いの給湯器の種類や工事内容
で金額が変わります

タカラを体感！ リフォーム相談会

格で安心のリフォームを

と村上社長︒オプション

フルオートタイプ

撤去処分・取付工事費込で

お風呂やキッチンなどの見積もり依頼、
問い合わせはムラカミ電機のホームページ
から簡単にできます⇒

ゆめタウンはません
本館2階
10:00 〜19:30、日曜〜
16:30 ※祝日は通常営業

提供したいから︒例えば︑ 選 び を サ ポ ー ト し ま す ﹂

Panasonic

（HE-NS37KQS 370ℓ・フルオート）

好きなオプションを選べます。内容によって工事費が変わる
ので、まずは気軽に見積もり
（無料）
を

ニッコリサンキュー

も必要なものに絞ること

10台限定！

※写真はイメージ

お風呂リフォームひとつ

エコキュート

※工事費別途

お客様専用
相談窓口

取付・撤去・処分費込み
※排水位置により別途部材が必要な場合あり

とっても︑床材や浴槽の

特典③

←アラウーノの特長
こちらから見積依頼
で値引特典あり！

まずは気軽に見積もり

Point③
震度6相当にも
耐えられる「強
い構造」

壁クロス・床クッション
フロアの内装込み

で費用を抑えられます︒

特典②

10年 タイプ（通常2万900円を同社負担）

材質︑デザイン︑オプシ

Point②
床・壁・天井に
断熱が標準仕様

Panasonic長期安心修理サービス

を︒営業電話も一切ない

特典①

ョンなどで工事内容はさ

21万8000円（税込）

Point①
傷つかず、汚れ
にくい「高品位
ホーロー」

の で 安 心︒﹁ こ ん な に 任

3大特典付き!

タカラのお風呂
ここがスゴイ！

まざま︒臨機応変に対応

タイプ1【半日施工】

通常価格
34万8000円が

せられる﹂柔軟な工事内

41万6900円（税込）〜

本体価格・基本セット

する必要があります︒

トイレ

容を他社と比べてみて︒

自動開閉！
Panasonic
「アラウーノS160」
10台限定

〈1坪サイズ〉
タカラ「ミーナ」

﹁ お 客 様 の 中 に は︑ 値

10セット限定

標準タイプ

検索 ←

引き率やトータルの費用

ユニットバス

ムラカミ電機

