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

見学すると、
高級食パン専門店

第37回
「40代から始める、
終活」

サクラデリカの
プレゼント

検索←

（株）総合内装業TANAKA
総合内装業 TANAKA

※価格は税込

介護

ビニルで水に強く木材よ

問い合わせ・予約／ ☎096
（383）8778

りも傷みにくい︑フロア

ほか、つめとぎにも強いパネルなど
幅広く対応可能。詳しくは問合せを

爪で傷んだ壁紙や床

10周年リニューアル！ 随時見学OK（予約）
感染症対策のため、完全個別・予約制での対応です。
見学は、館内の消毒や清掃を徹底して実施されます

タイルもおすすめです︒

6000円〜

フロアタイル貼り1㎡ 4500円〜

の張り替えも対応！

かわいいペットとの暮

らしがもっと快適になる

１日〜の工事で完了︒猫

﹁ペットリフォーム﹂は︑

ちゃんがドアに爪を立て

て傷がつくのを防げるペ

ットドアが特に人気で

す︒つめとぎなどで傷ん

だり汚れてしまった壁や

床の張り替えも︑内装専

門の技術力で見違えるほ

ペットドア取り付け4万7960円〜
壁紙の張り替え

＜14＞

人気のペットドア４万7960円〜

ペットドア取り付け・
クロスまたは床の張り替え
のいずれか成約で

ちゅ〜る20本
プレゼント ※Ｒ3.9.22〜10.25まで

個別対応、各メーカーのプランをプロと一緒に比較できます

リフォーム

【成約特典】「リビングを見た」で

どキレイに︒床は︑塩化

大勢集まっても広々︒キ

者対応や食事の準備︑掃

家族の笑顔あふれる

除などの煩わしさもあり

レイなお風呂や洗面︑ベ

こんな人だったね︑あ

ません︒熊本市の中心地

ッドルームも完備︒参列

んなことがあったね⁝と

に位置しアクセスも抜群

〝リビング葬〟
が叶う

家族でゆっくり語り合い

です︒まずはぜひ見学を︒

至県庁

〔中央区上水前寺2-1-11〕

故人を偲ぶ︒そんな穏や

肥後銀行

●

かな〝最期〟を過ごしても

らうのが︑玉泉院の願い︒

その理想を叶える︑自宅

九州電力 ●

しゃぶ葉

●
57

早稲田
スクール
京塚バス停

●

のような温かい雰囲気あ

東バイパス

玉泉院

帯山中央会館

ふれ愛葬 玉泉院

Ｒ3.9.22 〜10.22まで

ふれる空間が﹁帯山中央

自宅リビングさながら

会館﹂に誕生しました︒

の控室は︑家族や親戚が

至阿蘇
●
帯山中学校
●

玉泉院

ふれ愛葬

「ラスク」

土曜日

リフォーム

リビング読者限定

葬儀

※事前予約制

■玉泉院 帯山中央会館

2021年9月25日

検索←

問い合わせ☎096(200)5068
営/9:00〜18:00、
日曜休 住/北区飛田2-10-95
※市内・市内近郊は出張見積無料
（詳細は問合せを）

温泉地の北区梶尾町で人気の有料老人ホーム入居者募集

リフォームで迷っているなら相見積もりを！ 要介護1から入居可「残りわずか、
お急ぎを」
住宅リフォーム専門店

（株）ひまわり住工房

12

併設のデイサービスで

も手厚いのが特徴です︒

は︑介護の重度化予防に

■月額利用料の目安／個室全23室（2人部屋1室）のうち、今回募集は5室（9/16時点）

充実したサービスが月額 万円台〜
５月オープンから早くも定員間近！

【料金に注目！】月費用は①＋②＋消耗品費が目安です

施設日記も
チェック！

重点を置いた機能訓練や

も 利 用 Ｏ Ｋ︵ 利 用 料 別

三ツ石駅

寝具・家具・カーテン・トイレ完備 〔北区梶尾町1700-1〕

﹁ か じ お 温 泉 翔 裕 園 ﹂ 広い食堂︑個浴可能な浴

途︶︒詳細は問合せを︒

スーパー・キッド
●
ハローデイ●

室等︑人気の理由は多彩︒ レク︑天然温泉や機械浴

を考え園内で手作りする

人ホーム﹁すみさん家﹂︒ なかでも︑栄養士が献立

ローソン
●

内にある︑住宅型有料老

今年５月開設から入居希

24

時間

●

ひまわり
住工房

食事はかなり好評︒経験

● 香梅

●セブン
イレブン

豊富なスタッフが

シャト
レーゼ
●

全居室に

望が絶えず︑いよいよ残

ダイハツ ●
吉野家 ●

自家菜園の農薬不使用の野菜を使用

387

見 晴 ら し の 良 い 個 室︑ 常駐︑生活面のサポート

ローソン
●

栄養たっぷりの食事が味わえます

●

りわずかとなりました︒

●マクドナルド

もオススメしています︒

親身で丁寧︑
何でも
話し やすい雰囲気

同社は各メーカーの特

白山通り

●ワンダーシティ

訪問介護とも密に連携！

すみさん家
鶴の原温泉
バス停

至菊池

積もりに満足できない⁝

徴 に 精 通 し た プ ロ 集 団︒

気さくなスタッフと︑各

GS●
ハローデイ●

無理なく住み続けられる良心価格

天然温泉付きデイサービス併設

検索 ←

社会福祉法人 長寿の森

定員24人とは思えない広々空間です
道
車
動
自
州
九

安心で快適なリフォー

という人はいませんか？

﹁色々見たけど悩んでる﹂という人へ
相見積もり歓迎・全メーカー取扱い

ムを︑真心込めて適正価

格で︒﹁ひまわり住工房﹂ リフォームは大きな買い

プランを一度に比較検討

HPは口コミ

（中央区八王寺町41-22）多数掲載！

公園

99％殺菌・空間消毒・
ペットの臭い対策にも◎

物だからこそ︑じっくり

【会場】 ひまわり住工房

浜線バイパス

次亜塩素酸
噴霧器（４L）
プレゼント！

では︑秋のリフォーム相

「リビングを見た」
の成約で

吟味・納得して決めたい

1 0120・96・8802

「メゾン・ド・キタガワ」
1000円分
お買物券を進呈

リビング読者限定

相談会は個別対応︑混

②当日の見積もり依頼（無料）でプレゼント！

すみさん家

健康管理費
合計①
居室
居室料
食費
管理費
タイプ2（15㎡） 3万5000円 4万8600円 3万8500円
12万4300円
2200円 12万9300円
タイプ3（16㎡） 4万円
（1日3食・ （水道光熱
タイプ4（17㎡） 4万5000円 30日換算） 費含む）
13万4300円
※タイプ1・5・6（2人部屋1室）は満室です。家電持ち込みの場合は30円／日。消耗品別途

＊事前に電話で来店予約を

①来場記念品プレゼント
平成けやき通りの洋菓子店

できますよ︒

【豪華特典】「リビングを見た」
の相談会来店で

雑を避けてじっくり話せ

「大工工事に長年携わって
きました松原です。経験
豊富、小さな困り事から
リノベーションまで、
いろいろご相談下さい！」

ます︒都合の良い日時で

まずは電話予約を︒

「こんにちは、松原です」

談会を随時開催中です︒

④親身で心の通うアドバイザーの存在

もの︒だからこそ︑同社

③介護保険でのバリアフリー工事も

では他社との相見積もり

部門、R3.9月時点

ゆめカードポイント
も貯まります！

フェアなど色々見て回

①「家族の家をリフォームする気持ち」
で、
国内最大級の店舗の
質の高い丁寧な施工を安心価格で提供
情報サイト「エキテン」
で１位獲得！
②小さな疑問や要望も誠実対応。お客さん
＊熊本県住宅リフォーム を不安にさせない、
レスポンスの速さ

ったけど悩んでいる︑見

リピーターの多さ
が 信 頼の証

住宅型有料老人ホーム

■訪問介護・デイサービス等介護保険サービス利用の場合の上限金額（1割負担時）
要介護度
要介護1
要介護2
要介護3
サービス利用費② 1万6765円 1万9705円 2万7048円

リビング読者限定
「リビングを見た」で入居すると

テレビや冷蔵庫などの家電

5万円分プレゼント！

R3.9.22〜10.31まで
（定員に達し次第終了）

要介護4
3万938円

要介護5
3万6217円

デイサービスの天然温泉
（かけ流し・加温・加水）

☎096（346）3300 随時受付、無休
【入居時の要件】年齢制限なし・要介護1 〜【施設概要】開設／ 2021
年5月、土地・建物の権利形態／グループ企業からの借地、居住の権
利形態／建物賃貸借方式、事業主体運営管理会社／社会福祉法人 長
寿の森、構造／ RC造2階建て、定員／ 24人、職員体制／ 24時間常
駐、交通／「鶴の原温泉」バス停から徒歩10分、入居時にかかる費用
（敷金）／居室料の3カ月分 ※掲載内容は2021年9月16日時点の
ものです ※非課税以外すべて税込

