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リビング読者だけのお得を集めました！

土曜日

リビング読者限定 COUPON

食品

リビング読者限定

旬の野菜＆フルーツが自宅に

注文時に「リビングを見た」
で

バナナ１袋
プレゼント！
R3.9.30 〜 10.11まで

（美白＆保湿UPの泥パック付き）

通常4950円

お試し価格 →

検索 ←

熊本

象を与えます︒老け顔対

お急ぎください」
Kクリーン

検索 ←

熊本

正規販売代理店の安心感

【5台】70万人が愛用！
美顔器のようなシャワー

ミラブルプラス

4万4990円
4万900円

子どもたちに“学ぶ楽しさ”を伝えてみませんか。説明
会は熊本県内各地の会場のほか、オンラインでも開催
しています。会場での説明会ではBIGトートバッグの
プレゼントも。気軽に参加してみてください。

ミラブル製品購入で︑
オリジナル成約
特典﹁イプサの化粧水﹂プレゼント

製 品 を 試 し て 下 さ い ね︒

売代理店の同社で安心の

化粧水の浸透力が変わる

10

月 ２ 日︵ 土 ︶・ ３ 日

ールームで秋のリフォー

︵日︶は︑Ｋクリーンショ

至日赤病院

至県庁

ミラブルケア３万３００

コロナの影響で今後の

●
洋服の青山
57

０円も取扱いあり︒

トイレ受注分は来年まで

●
国体道路

ム フ ェ ア を 開 催︒﹁ ミ ラ

売も行います︒ＣＭでも

●

＊取付工事1万6500円サービス

ブルシリーズ﹂の実演販

おなじみ︑あの使い心地

●
産業道路
AOKI ●

カラオケ館

●

●

ヤマダ電機

9/9 13:55
了9/14 14:00

納期が延びることに︒在

R３.10.2・3のみ

至市街

①イプサ 化粧水「ザ・タイムRアクア」進呈
②「にくたらし」の5000円食事券プレゼント
③抗菌防カビホースの取替（工事費込）サービス
④風呂のカビ取り（水垢取り別途）サービス

庫分は早い者勝ちです！

【えらべる特典！ トイレまたはミラブル成約で】

32 万7800 円（税込）
29万8000 円（税別）

住／東区保田窪本町10-101
営／ 9:00 〜 17:00、不定休
※各種カード取扱いあり、税込

至熊本 IC

鶴田病院

Ｋクリーン
ショールーム

リビング読者限定

東バイパス
ロイヤルホスト

ます。※すべて税込

電話受付／午前９時〜午

後６時、不定休

ガラスコーティングは
＋１万6500円
【トイレ価格は処分費・標準取付工事費込】
※税込 ※給排水の位置により別途費用必要

を実際に試せるのは貴重

手洗いタンク・ウォシュレ
ット一体型・壁リモコン付

30万2500円が

12万9800円

な機会ですよ︒ネットで

29万5900円が

11万9800円

【1台】Panasonic
アラウーノS141

トイレはカード・ペイペ

【１台】TOTO「ZJ」

イ払いでさらに４０００

エアコン分解洗浄
期間中はお得に！

夏にたまったエアコン 住所／東区長嶺南６ノ２

の汚れを、専門スタッフ ノ２

０９６（２２１）３６４２

の手で徹底洗浄しません ☎０９６（２９５）４０４６

か。丁寧な作業が好評の

エアコン分解洗浄は、１

台目５２８０円〜、２台

14万9800円

は非正規品の流通や横流

【1台】Panasonic

アラウーノS160 タイプ２

し品のトラブルも増えて

【自動開閉付き】
35万6400円が
17万9800円

円引︒来場は電話予約を︒

アラウーノS160 タイプ1

いるそうなので︑正規販

【1台】Panasonic

どこでもミラバス

ペイペイ
・楽天ペイ払いで特別割引！

【ショールームで実演中！】
来場は事前予約を

検索 ←

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

２台

（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

（株）アイ・コーポレーション
アイ・コーポレーション

︵税込︶

ペイペイ・楽天ペイ払い
なら特別割引あり！
︵税別︶

あれば応募できます。

「先生なんて私にでき

る？」と不安な人でも大

丈夫。生徒募集や指導力

アップなど各種研修も充

実していて、教室開設後

もしっかりサポートして

くれます。

目 以 降 は ４ ２ ９ ０ 円 〜。

この他、オプションメニ

ューがあります。スタッ

フは全員、抗原検査を実

施。作業着や道具、触れ

た箇所を消毒して作業し

FAX

前予約を受付中です︒

「トイレ品薄！

（株）Kクリーン総合サービス

ＥＣＣホームティー
チャー募集

「英語が好き」
「子ども

が好き」なら、ＥＣＣジ

ュニアの“ホームティー

チャー”にチャレンジし

てみませんか？ 自宅や

貸会場で子どもたちに英

会話などを教える先生で

もあり、教室を運営する

経営者でもあるホームテ

ィーチャー。特別な資格

は不要。中学３年生まで

の基礎的な英語の知識が

付加料金

シミ・くすみ・シワの原因とは？
シミ…夏の紫外線によるダメージ
くすみ…乾燥毛穴やたるみ毛穴
シワ…温度変化による乾燥 ※画像はポスター

正規販売代理店、ミラブルの使い心地はショールームで！

31万8000円が

プラズマタイプ ＋ 1100 円
お掃除機能付き ＋ 4400 円
階段３階以上 ＋ 550 円〜
〈オプションメニュー〉
光触媒スーパールミチタン
（抗菌コート）１台 2200 円
室外機洗浄
＋ 1100 円

策にも期待大︒電話で事

検索←

リフォーム

検索←

お肌に水分や美容
成分足りてますか

月になると徐々に乾

燥が進み︑くすんだ印象

に︒同店の高保湿美白ク

レイマスク付贅沢フルコ

ースは︑そんな肌の夏に

10

「事前予約でお越し下さい」☎096
（368）
5016
営／ 9:30 〜 20:00（日曜〜 18:00）、月曜休
住／東区長嶺南5-8-1、
P8台 ※お試しは1人1回限り

エアコン２台目以降4290円〜

先着30世帯限定

アップル エステ メイク

【流れ】カウンセリング→クレンジング→スキンス
クライバー（深部の汚れとり）→超音波エステ→EL
ポレーション（美容成分導入）→美白＆保湿パック

クリーニング

扌

受けたダメージを集中ケ

ア︒さらに今話題のスキ

ンスクライバー・超音波・

www.eccjr.com/

■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

8800円

エレクトロポレーション

支払い／代金引換またはコンビニ・郵便局での支払い
住所／西区田崎町380-12

ECCジュニア 熊本センター

リビング読者限定 COUPON

②換気扇分解洗浄
通常１万4300円→

送料／田崎市場近辺は送料500円、ほか場所で変動

“教える”夢をかなえるなら今

プリペイドカード

住所／中央区花畑町12-1
エム・タワービル5階
受付／平日10:00～18:00
二次元コード
から詳細を確
認してくださ
い
℡0120-415-144

申込締切：10/11
（月）※個人情報は商品発送時に使用

英会話

（1000円チャージ済み）
をプレゼント！

の３台の機械で︑うるお

品

・松茸・シャインマスカット・栗・柿・梨・唐芋
16 ・リンゴ・レタス・ほうれん草・キャベツ・トマト・大根
・メークイン・玉ねぎ・青森ニンニク・新ショウガ
注文：☎096
（352）
7330／FAX 096
（352）
7339
受付7:00 〜16:30、水・日曜休 ※注文確認から5日以内に
県内は即日便・県外はクール便で発送。返品不可。
FAXでの申込は、①〒住所 ②名前（フリガナ） ③電話番号
を明記。確認の電話で注文・支払方法を聞きます。

「リビングを見た」
と伝えて
10/31
（日）
までに説明会に参加すると、

（税込）

コロナ対策強化中「安心してご来店ください」

「秋の味覚てんこ盛りセット」 4800円（税込）

リビング読者限定

いもキープ︒ぷるっとし

た肌は清潔で健康的な印

年 の﹁ 髙 濱 青

70

ソニックエステ アップル

1100円

※完全予約制 R3.9.29〜10.31まで

田崎市場の八百屋が
自信を持って厳選

創業

果 ﹂︒ プ ロ が 厳 選 し た 青

果セット︵ 種類以上︶を

１箱に詰めて配送︒重た

い米なども追加ＯＫ︒

注文は電話からなの

で︑﹁ネットが難しい﹂﹁買

い物に行きづらい﹂とい

う人に心強いサービスで

す︒県外への配送︑定期

便︑予算に応じた詰合せ

などもおまかせ︒

10

年齢肌に 奇跡 のハリツヤ！

超音波エステ＆エレクトロポレーション

髙濱青果
髙濱青果

エステ

※お試しは1人1回限り
■アップル
フルコース60分体験

※全スタッフ、コロナ
ワクチン２回接種済み
※問合せはHPから

☎096（387）4000

