「鰹節の佃煮」

電話１本するだけ！
手ぶらで現地へＧＯ
年末年始のイベントに

ろん︑臼︑杵など︑一般
家 庭 に は な い 道 具 か ら︑
お し ぼ り︑ 紙 皿︑ お 箸︑
紅白幕までそろいます

餅つきはいかがですか？ ︵追加オプションあり︶︒
申込みは先着順なの
で︑予約はお早めに︒

面倒な下準備や後片付け
は︑アースフーズにおま
受付／午前８時〜午後５

☎０９６
︵３３９︶
１６１６

時︑日祝休

かせあれ︒
出張餅つきの手順はと
っても簡単︒電話で予算
や 日 時︑ 場 所 を 伝 え て︑

必要な機材や材

あとは当日に現地へ行く
だけ！
料を全て会場まで届けて
くれます︒もち米はもち

上／﹁まるごと１尾特上うなぎの蒲焼重﹂
２４８０円
︵税込︶

下／﹁うなぎの蒲焼重﹂１７８０円︵税込︶

年末年始を
うなぎの蒲焼重で！

月

日︵月︶まで

同店自慢のうなぎの蒲
焼重を

コ

●楠・Ｏさん邸︻壁・屋根塗装︼

社施工・自社管理で無駄

は数年後も続きます︒自

を使用︒光沢ある仕上り

浸入を防ぐ完全防水塗装

ホワイト×ブラウンのお洒落な２トーン仕上げに︒
遮熱塗装で家の耐久性もアップ！

家の大きさに関係
なく無料です！
足場代０円︑壁や屋根

まだ継続中です︒とくに

好評キャンペーンはまだ

営業／午前９時〜午後６時

なのでまずはお電話を︒

設定も魅力︒見積は無料

を 洗 う 高 圧 洗 浄 も ０ 円︑ なコストを削減した料金

足場代は一般的な２階建

住所／北区植木町舞尾５

〜

☎０９６︵２８８︶１９６５

８９ノ１

万円もするの

てで

％割

でかなりお得︒読者はさ
らに通常料金から

同社では塗装の質にこ

引になります！

だわり︑熱と紫外線を弾
き返す遮熱塗装︑雨水の

朝食には天草真鯛
街なかホテルで身も心も充電タイム
名門ゴルフ場でのプレイも楽しめます の﹁鯛めし弁当﹂も

わりの天草真鯛の鯛めし

営の鮮魚店がつくるこだ

朝食には︑田崎市場直
帰りにゆっくり食事〜ホ

弁当が提供されます︒朝

にもとっても便利︒仕事

テルステイで充実時間を

行楽の秋︑とは言って

⁝︒ そ ん な あ な た︑﹁ ア

からプチ贅沢な気分に浸

も遠出はちょっと不安

ンドコンフィホテル﹂で︑ 過ごすのにも最適です︒

って１日をスタート︒

にこだわったマットレス

のアメニティ︑睡眠の質

はＨＰで確認ください︒

プランがお勧め︒詳しく

お得なゴルフ宿泊パック

今なら１泊１プレイの

も好評です︒

の場所としても◎︒充実

完備で︑リモートワーク

さらに無料Ｗｉ︲Ｆｉ

日常をリセットしてはい
かがですか︒
旧ＮＨＫ向かいで︑熊
本城を一望するロケーシ
ョン︒街なかまでスグな
ので︑買物・食事・観光

新年をリフォーム

も価値も受け継ぎ、部屋

ったリフォームで思い出

と担当。見積もりは無料

合わせたリフォームを」

「お客さまのご要望に

のイメージチェンジも。

正月までに家具のリフォ

ですが、現状を見てから

実績を持つ「家具リフォ
ーム本舗」で、布を張り
替え、本体を補修。机も
全体を塗装し、いずれも

今の生活スタイルに合

生まれ変わりました。

の回答になります。

ームをし、新たな気持ち

年以
上愛用。 年のキャリア・

写真のソファは

で新年を迎えませんか。

今年もあと２カ月。お

した家具で迎えよう

●中央区保田窪１-5-36-407

セブン
イレブン

上通り

４℃

オークス通り

坪井川

ビフォー

下通り

●
鶴屋

検索←
kagureform-honpo
※見積もりをした先着５人限定

☎080
（3371）
1903（中島直通）

通町
筋電停

15

家具リフォーム本舗
携帯ストラッププレゼント

お正月にまだ間に合う！
「リビングを見た」で

☎096
（387）
7475

☎096
（311）
7070

ゴルフパック予約時に
「リビングを見た」と伝えると

Instagram
はじめました
↓

アフター。
ソファと机の再生で、部屋のイメージ一新！

問合せ／平日10:00 〜 16:00

●

住／中央区城東町5-3

熊大教育学部
県立美術館 ● 付属幼稚園
分館
● アンドコンフィ
●
ホテル
●

リビング読者限定

10

修理
リビング読者限定
ホテル外観

利用できるコースはこちら

30

屋上城見テラスは、熊本城を眺める特等席

10％値引き

1泊1コース付！お得なゴルフ宿泊パック

15

（株）ウィズホーム

通常の塗装料金から

検索 ←
ウィズホーム 植木
※R3.11.3〜先着5組に限る

アンドコンフィホテル 熊本城ビュー

足場代無料、高圧洗浄も無料
住宅塗装を契約し、クーポン提示で

熊本城を間近に望む絶好のロケーションで優雅に1泊

40

ゴルフ宿泊パックなど
お得なプランの詳細は
ホームページを
チェック！
・九州ゴルフクラブ小岱山コース
・熊本空港カントリークラブ
・高遊原カントリークラブ
・阿蘇グリーンヒル
カントリークラブ
・グランドチャンピオン
ゴルフクラブ

長崎
書店 ●

ゴルフボール1スリーブを

3組12人にプレゼント

の予約で︑こだわりの手

時︑火曜休

☎ 096（370）
1201

塗装
リビング読者限定 COUPON

マスクや手袋の着用、機材の消毒など、同社スタッフの
新型コロナ感染対策も徹底。安心して楽しめますよ
詳しくはHPで↑
気軽に相談を
【引渡し】店頭のみ
12/31・1/1（9:00 〜 17:00）
住／南区江越 1-2-3

検索←
熊本
アースフーズ
R3.11.3 〜 11.15までの予約に限る

Eat

検索←
和食さつき
※店内飲食限定 R3.11.3〜11.29まで

●
熊本市役所

R3.11.3 〜先着順

作りだご汁が無料！

シ の あ る 手 ご ね だ ご と︑
季節の野菜をふんだんに
使った﹁だご汁﹂は上品な
味わいです︒容器はすべ

時〜午

て電子レンジ対応︒
営業／昼＝午前

午後

【予約方法】電話か店頭にて

アースフーズ
GoTo

和食さつき
グループ全員にプレゼント！

■ウィズホーム

レジャー

20

後３時︑夜＝午後５時〜

11

季節の野菜が入った！
「自家製だご汁」

12/20（月）までの予約で
蒲焼重１個につきだご汁１杯無料

12
10

楽ラク＆安心！本格出張餅つき
予約時に「リビングを見た」で
期間内の来店時にクーポン提示で

イベント
リビング読者限定

グルメ
リビング読者限定 COUPON

500mlペットボトルのお茶
２ケース（24本×2）を
プレゼント！

早期予約でだご汁が無料！
■和食さつき

＜12＞
土曜日
2021年11月6日

リビング読者だけのお得を集めました！

