リビング読者だけのお得を集めました！
エコキュートが36万8000円！

「リビングを見た」と伝えると
もらえるうれしいプレゼント！

・見積もり依頼で「ボールペン」
・成約で「クオカード2000円分」

中村住設

前日までに要予約！
〜午後２時

11

時

30

分

分︑ 夜 ＝ 午

営業／昼＝午前

分に受

後５時〜９時︵店内飲食・

付終了︶
︑木曜休︑Ｐ有

電話予約は７時

﹁広東﹂の中華オードブ

ルが早くも話題︒さらに

住まい

パ ワ ー ア ッ プ し て︑〝 炒

〔北区龍田3-2379-1〕

☎０９６
︵３４８︶
８００５

【中華オードブル＋炒飯・杏仁豆腐】1万1880円（4〜5人前）
①シュウマイ ②イカと季節野菜炒め ③バンバンジー
④スーパイコ ⑤春巻きと唐揚げの盛り合わせ ⑥エビチリ
⑦ニンニクの茎と細り技肉炒め ⑧ゴマ団子

「住まないから壊そう」はもったいない。想いも一緒に残そう

これぞ 劇的 。親・子世代必見のリフォーム
銀杏開発

先着10人限定

施工中のフルリノベをじっ
くり見学ＯＫ

Amazonギフト券
1000円分プレゼント！

今週末はリノベ完成見

見学会予約時「リビングを見た」で

も満足度が高いんです︒

どう変わった

リビング読者限定

24

学会が開催︒よくある木

大変身！

ビフォー

●家族が全員集まっても広々。約24帖のLDK
●家事効率アップ！ キッチン裏カウンター＆家事スペース
●どんな色・雰囲気の家具もマッチ、白を基調とした内装
●収納？書斎？ 使い方無限大２階のサービスルーム

今週末見学会︒古い木造２階建てが
広々 帖リビングの自慢の家へ！

か ぜ ひ 現 地 で 確 認 し て︒

しかも予

造２階建ての家が劇的に

いとは？﹂⁝いろんな生

今だけ︑断熱材など建材

?!

﹁古く地味な家がこん ﹁子育てに寄り添う住ま

活スタイルに合わせ︑１

や工法のこだわりが直に

なに変わる

算内で！﹂と注目︒人気

棟１棟プランニング︒リ

見学会はココに注目！

の高い﹁銀杏開発﹂のリノ

感染症対策のため個別で
対応。右の二次元コード
か電話で申込みください

確かめられる︑構造見学

この戸建がどう変わる？
驚きの魔法は現地で！

ノベ施工から住宅ローン

日時／ 9月25日（土）・26日（日）
10:00 〜 17:00
会場／合志市栄2295-41、P3台

ベーションは︑住みよい

るうえに︑本格派のバス

☎096（353）3441

【合志市栄】戸建リノベ―ション完成見学会

動 線 や 間 取 り ま で 提 案︒ 相談まで︑すべて自社で

クチーズケーキまでつい

住／中央区上通町9-13
（トーカンマンション上通1階）
営／ TANQ（タンク・レストラン）
＝11:30 〜 20:00※夜は2日前ま
での要予約。10月以降は要問合せ
ホールスクエア＝10:00 〜 19:00
※月曜休

5DK→3SLDKに大変身！

会も必見です︒

食のセレクトショップ

た３点セットが登場︒ま

おうち時間を彩る絶品テイクアウト

はの︑食欲の秋応援企画

10

﹁ホールスクエア﹂ならで

た︑とってもお得な 点

セットは︑個別包装で美

がすごいんです！

味しいものを少しずつ味

セブン
3
イレブン

自社工場で製造された

● 大宝堂

●

ハムやベーコン︑こだわ

ホールスクエア

白川公園

ハヤカワ
スポーツ
上通り

●

チーズやワイン︑デリ︑

●●
パスート24

●

わえて便利です︒

至植木
ゴールド
ジム

りのチーズに加え︑絶品

製菓材料など︑店内商品

上乃裏通り

並木坂
時計の大橋

肥後銀行
●

デリがワンプレートにな

ったオードブル︒さらに

が通常の
10

％オフになり

ます！ ※特売商品除く

ＦＢ

インスタ

ＨＰ

最新情報は
SNSでチェック

シャンパン又は赤白ワイ

3000円

ンから好みの１本が選べ

人気商品ばかりの組み合わせ

自家製ハム・無添加ベーコン・
天草大王のササミスモーク・豚
肉のリエット・パテ・益城チー
ズ・ヨーグルトなど

シャルキュトリー＆乳製品 10点セット

築44年木造２階建て

検索 ←

銀杏開発

﹁家事を楽にするには？﹂ 対応できるからこそ価格

5400円

＊4日間合計 100セット限定
＊受取は店頭にて
各日とも13:00 〜 19:00

※Ｒ3.9.23 〜 9.26限定・コピー不可
※ホールスクエア（物販）及びレストラン利用は除外

至東バイパス

飯〟と〝杏仁豆腐〟４個も

最高級の材料を使用した自信作です

500円券をプレゼント！

至光の森

（15㎝ホール）
❸バスクチーズケーキ

使用期限：10/1 〜 10/31

年も

フランス産シャンパンも選べる大盤振る舞
い！ 予約時に希望を伝えてください

期間中に、税込2000円以上購入すると

セットで登場！

至市街

30

検索 ←

同社がこれまで手掛けたリノベ物件︒どれも〝普通〟と
は一味違う使い良さ・デザインばかり！

（赤or白）
❷シャンパン又はワイン
1本

リビング読者限定 COUPON

愛され続ける︑老舗の味

JR 竜田口駅

30

リノベ不動産

パルマ産生ハム・ホロホロ鳥の手羽元コンフ
ィ・スモークサーモン・自家製チーズ・鴨
のスモークなど ※惣菜は変更の可能性あり

■ホールスクエア（テイクアウト商品コーナー限定）

北バイパス
337

WHOLE SQUARE（ホールスクエア）

※前日までの要予約・すべて税込

5800円相当→

を堪能できます︒受取時

別途費用がかかる場合有
370Ｌ
（3〜5人用）※イメージ、
通常価格より半額以下→ 36万8000円！
※税込、撤去費・基本工事費込

❶特製オードブル（3 〜 4人分）

＊4日間合計
60セット限定

3

Panasonicエコキュート
「HE-NS37KQS」

豪華すぎる3点セット登場！

❶〜❸がセットで
9000円相当→

間に〝できたて〟を提供︒

クオリティフードストア

肉のジューシーさや野菜

●
熊本北高校

全品10％オフ おうちdeホールスクエア

次回使える

の旨味が格別です︒予約

は電話で︒※税込

時 に も 役 立 つ 人 気 商 品︒

買い換えなど検討してい

至植木

中華の
広東 ●

9月23日（祝・木）〜26日
（日）4日間限定のスペシャル！

イベント

広東

R3.9.22〜10.31まで

自社施工にこだわり
敏速・丁寧な対応！

積もり無料です︒まずは︑

る人は︑この機会をお見

住宅リフォームまで手掛

営業／午前９時〜午後４時

気軽に問合せを︒

住宅設備の販売・施工︑ 逃しなく︒現場調査・見

ける﹁︵株︶中村住設﹂︒九

日・祝日休

27

州電力から販売店表彰を

受ける工事店です︒

０１２０・０２６・３３４

住所／西区島崎２ノ３ノ

1

今回︑期間限定で﹁エ

コキュート﹂を大特価で

従来

販 売︒ 基 本 工 事 費 込 で︑

万８０００円！

通常価格から半額以下の

の電気温水器より電気代

が４分の１程度で︑災害

公式HPには、
太陽光発電や蓄電池
などエコな情報が
盛りだくさん！

中華の広東（かんとん） 龍田店

1万800円に！

50

＜10＞

自宅で味わう中国伝統の味！

10％オフの

検索 ←

土曜日

グルメ

■中国料理 広東
クーポンの持参で

（株）中村住設

R3.9.22 〜 10.31まで

36

リビング読者限定 COUPON

リフォーム

リビング読者限定

2021年9月25日

同社のこだわりを
【東区月出】築48年の木造平屋
その目で確認できる
激レアチャンスです！ リノベ構造見学会 ※随時受付
問合せ・見学会予約／☎096
（351）1870

住／北区津浦町32-2
営／ 9:30 〜 18:00、水曜・祝日休

熊本県知事免許
（8）
第2776号、熊本県知事許可
（般-29）
第18281号

