リビング読者だけのお得を集めました！
リビング読者限定 COUPON

ピアノ

■大谷楽器 上通本店・ピアノタウン熊本
試弾後、
アンケートに答えると
さらに、
ヤマハのアプリ登録で

クリアファイルゲット！

前日予約で食べ飲み
放題１０００円オフ

月１日～
月

分食べ放題４００

時

に。ほか曜日ごとの特典

や、

時～

０円のＨＰ予約特典も

時間／午後

日 （平日先着３組）。

「肉フェス」を初開催。で

（株）アイ・コーポレーション
エアコン分解洗浄
期間中はお得に！

30

ます。※すべて税込

電話受付／午前９時〜午

後６時、不定休

日まで「サンキ 住所／東区長嶺南６ノ２

熊本中央店

ジブンハウス

検索 ←

熊本中央店

新築2階建て
3SLDK
（駐車場2台）

土地・建物（税込）

3480万円

外構+門柱+宅配BOX+カップボード
+シューズクローゼット+全室照明
+エアコン2台完備

販売＆見学会開催！

（10:00 ～ 17:00・完全予約制）

熊本赤十字病院すぐそ

クローゼット、２階には

兼ねた大容量のシューズ

スペースに、室内収納も

帖の広々としたＬＤＫ

ば、利便性の高い閑静な

ランドリールームも完

20

型キッチンとつながる約

住宅街に２階建て３ＳＬ

備。理想を現実にした建

理想的な建売住宅

予約制の

※「リビングを見た」と伝えてください
R3.10.31までの成約に限ります

営／ 9:00 ～ 17:00、不定休
事務所／中央区壺川1-6-13

ＤＫが完成！

エアコン1台
プレゼント！

☎096（273）7356

販売会が開催されます。

物件成約or新規注文で

参加申込は電話で

全国で注目のスマート

リビング読者限定

売住宅は必見ですよ。

〔東区長嶺南2-8-55〕

シンプルでスタイリッ

日赤通り
●県立大学
ゆめマート●

カスタム住宅「ジブンハ

●

赤十字P

シュな住まいは、ライフ

熊本赤十字
病院

めったにない好立地！
◦熊本赤十字病院 約391ｍ
◦セブンイレブン 約352ｍ
◦熊本長嶺郵便局 約536ｍ
◦シュロアモール長嶺 約650ｍ
◦月出小学校、西原中学校区

ウス」の家造りを知りた

現地

スタイルに合った動線を

さくら幼稚園
●

買物も病院も銀行も充実
快適な住環境

い、という人もぜひ。

農免道路

※その他の日程も相談OK
確保し収納も充実。ハイ

贅沢を楽しむLDK
全居室収納で収納力も抜群！
1階は19.7帖LDK＋階段下収納
2階に8帖寝室と5帖×2部屋
＋ランドリールーム＋納戸

9月23日（祝・木）
25日（土）・26日
（日）

グレードのペニンシュラ

洗練されたデザイン

開催日

☎096（387）4000

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

※パース

予約・問合せ／ Kクリーン

検索 ←

アイ・コーポレーション

９月

浜線バイパス

※見積りが他社より
高い場合は相談を！

●料金／食べ放題
（ソフトドリンク飲放）4500円
食べ飲み放題
（アルコール飲放）6000円 ※税・サ込
小学生 2500円 幼児
（4 ～ 6歳）1000円
問・予約／サンシエロ ☎096
（354）
2634

エアコン２台目以降3850円〜

扌
ューキャンペーン」を実 ノ２

０９６（２２１）３６４２

施中。エアコン分解洗浄 ☎０９６（２９５）４０４６

ジブンハウス

●西松屋

ファミリー
マート
●
旧浜線

東バイパス

南熊本駅

会場／クリナップ熊本ショールーム
時間／ 10:00 ～ 17:00
※各種カード取扱い
あり、税込

Eat

検索←

長嶺南2丁目・新築「3SLDK」販売・見学会

●コスモス

人気店「にくたらし」また
は「うおたらし」の食事券
5000円分の成約特典

GoTo

希少な人気エリアに3400万円台で充実設備の建売好物件

住まい

●スタードッグス

眼鏡市場

●

セブン
イレブン

●

クリナップ熊本
ショールーム

メゾン・ド・
キタガワ● ●●
も ち吉

R３.9.24・25のみ

●

● サンリブ
くまなん

平成大通り

①上之裏「にくたらし」＆下通「うおたらし」
で使える5000円食事券プレゼント！
②お風呂のカビ取りサービス（水垢は別途）

メガネ
スー パー

リビング読者限定

白山通り

FAX

エアコン分解洗浄（標準タイプ）
・１台目 5280 円〜
→ 4290 円〜
・２台目以降 4290 円〜
→ 3850 円〜
※ 9 月 30 日（木）まで
※小 さな子どもにおもちゃの
プレゼント！

シュロアモール●

【トイレ】価格は処分費・標準取付工事費込
【バス】現在出窓の人は別途費用必要、表示サイズ以外は料金別途、タイル
風呂工事費別途、給排水の位置により別途費用必要、税込

【えらべる成約特典 １日先着10組】

③換気扇（芯orフード）掃除サービス

13万円

は １ 台 目 ４ ２ ９ ０ 円 〜、

トイレはコロナ感染拡

３万3000円

30万2500円が

10万5000円

10

90

※写真は同プランのイメージです

【１台】

29万5900円が

１２０分、土日祝１００分

日

【１台】壁リモコン付

きたて熱々の牛肉ステー （ 最 終 入 店 ９ 時 ）、 月 ～ 金

サンキューキャンペーン

14万円

Panasonic
アラウーノS141

TOTO ZJ

２台目以降は３８５０円

大の影響で、次回入荷は

日（ 金 ）・

31万8000円が

キは１人１皿テーブルサ

〜に。夏の間にフル稼働

したエアコンを、専門ス

タッフの手で徹底洗浄し

ませんか。スタッフは全

年末・年明けになる可能

【２台】タイプ２

30

先着30世帯限定

35万6400円が 16万5000円

8万6680

11

５

熊本

サンシエロ

クリーニング

半額7150円

【２台】タイプ1 自動開閉付き

取付工事
円 1万6500円

5台 ミラブルケア

ービス。さらに黒毛和牛 （二部制５時～／７時～）

ビール煮、ポークスペア

伝説の中

リブのコンフィなどまさ

に肉づくし！

②換気扇分解洗浄
通常１万4300円→

Panasonic 新型アラウーノS160

２台 ミラブルキッチン

10

リビング読者限定 COUPON

員、抗原検査を実施。作

新作はカラー展開豊富で

性も。この機会にぜひ。

ラブルシリーズ搭載の特

ＬＤＫのインテリアにも

25

別価格です。

馴染むデザイン性が魅

ペイペイ払いがおすすめです
来場者限定のセット割もあり

ルームでリフォームフェ

（土）はクリナップショー

力。ミラブルは正規販売

予約なしの来場は原則受

９月

アが開催。今回は新作キ

代理店の安心の製品を会

フ ェ ア は 完 全 予 約 制、

ッチンに加え、話題のミ

です。
まずは電話予約を。

け付けていないので注意

キッチン・バスは、ミ

場で体感できますよ。

キッチン「ラクエラ」
の

取付工事
32万7800円 1万6500円

ラブルシリーズも登場！

２台 どこでもミラバス

24

ニュースカイ

■アイ・コーポレーション
①光触媒スーパールミチタン（抗菌コート）
通常2200円→ 半額1100円

業着や道具、触れた箇所

（取付費3000円サービス）
＊取付アダプター無料サービス
＊クレジット払いもOKです

25

生ビール・白ワイン
赤ワイン・
ノンアルカクテル

を消毒して丁寧に作業し

4万4990円

ペイペイ払いが
おすすめ

24

日（金）・ 日（土）開催。ショールーム来場者プレゼント＆限定セット割も！

ミラブルプラス

９月

87万円

ミラブル正規販売代理店・クリナップ水まわり工房店
（株）
Ｋクリーン総合サービス

182万8640円が

70万人が愛用！
「美顔器のようなシャワー」

クリナップ×ミラブルの貴重な２日間

※１６１６サイズ
（マンション用は１２１６まで）

換気乾燥暖房機付・1616サイズ

正規販売代理店の安心感

華料理店「李白」の絶品肉

営／10:00～19:00 、火～木曜休(祝日の場合営業）
住／北区植木町舞尾578 ☎096
（272）
5507

【２台】戸建て用 ユアシス

10台

◦お好きなドリンクを
1人1杯サービス

サイレントピアノ
「b113SC2」59万4000円

【ミラブルプラス搭載！】

68万円

メ ニ ュ ー も 登 場 し ま す。

（５台限定）。どちらも配

送料が別途かかります。

大谷楽器 上通本店（営業時

ピアノタウン熊本＝右記

住所／中央区上通町７ノ１

間共通）、無休 ※税込

☎０９６
（３５５）
２２４８

※２５５０サイズ・キッチンパネル貼り別途

138万9850円が

予防接種済証を提示
（写真でも可）すると
【ピアノタウン展示１台限定 ヤマハ新品ピアノ】

ANAクラウンプラザホテル
熊本ニュースカイ

R3.10.1～10.31まで

ワクチン接種者に！

リフォーム

【ミラブルキッチン搭載！】

前日予約で食べ飲み放題

26

６０００円→５０００円

好きな時間にピアノ
を弾きませんか？

日（土）・ 日（日）で

「秋の鍵盤楽器フェア」が

開催。コンパクト＆消音

機能付のピアノが登場！

ピ ア ノ タ ウ ン は、「 ｂ

１１３ＳＣ２」の成約で

高低椅子と、耐震性を高

めるピアノシュレーター

進呈。中古ピアノも入荷

中です。上通本店では「Ｎ

Ｕ １ Ｘ 」 を 予 約 す る と、

ヤマハヘッドホン進呈

25

【２台】ラクエラ
コンフォートシリーズ

※他割引との併用不可

＜12＞

初開催！ 肉フェス2021

全日程、大人1人につき
小学生以下1人無料！

検索 ←

大谷楽器

R3.9.25・26の2日間限定

ヤマハ ハイブリッドピアノ
（新品）
「NU1X」43万7800円

通常日曜だけのキッズ特典が
「リビングを見た」で

大谷楽器 上通本店・ピアノタウン熊本

扌

土曜日

グルメ

リビング読者限定

秋の鍵盤楽器フェア！

来店記念品プレゼント

2021年9月25日

ジブンハウス
の家造りは
こちらから！

〔物件概要〕■所在地／東区長嶺南2丁目 ■交通／熊本都市バス
「日赤病院北口」バス停から徒歩5分 ■土地面積／ 106.95㎡
■建物面積／ 103.09㎡ ■築年月／ 2021年9月
■売主／（有）サウス総合システム

