2021年11月13日

土曜日

＜2＞

5年に一度の感動。今、最も聴きたいコンサート！ 2月1日・2日出発限定

ショパン・コンクール入賞者ガラ・コンサート
同コンサートのチラシ

旅行企画・実施／ TKUヒューマン
若手ピアニストの登竜

回ショパ

門としてワルシャワで開

催された﹁第

ン国際ピアノ・コンクー

ル ﹂︒ そ の 入 賞 者 に よ る

☎ 096
（359）
3488

コンサート︵午後６時開

演︶を鑑賞するツアーが

登 場︒ 優 勝 の ブ ル ー ス・

リウほか︑夢の競演！

料金に含むもの／航空券

︵熊本＝羽田往復︶
・宿泊代

ット︵Ｓ席︶ ※添乗員同行

︵朝食付︶
・コンサートチケ

なし・最少催行人員１人

【申込み・問合せ】TKUヒューマン

18

「第18回 ショパン国際ピアノ・コンクール2021
入賞者ガラ・コンサート」鑑賞フリープラン2日間

【出発日】＊各20人限定
2022年 2/1
（火）
・2（水）

【往路】2/1・2/2ともに: 熊本空港（10:40発）＞＞羽田
空港（12:10着）【復路】2/2: 羽田空港（11:45発又は
17:20発）
＞＞熊本空港（13:40着又は19:15着）
2/3: 羽田空港（12:55発又は15:05発）＞＞熊本空港
（14:50着又は17:00着）
公演会場／東京芸術劇場コンサートホール（池袋）
両日とも 開場＝17:00 開演＝18:00

【旅行代金】＊税込・大人1人
〈デラックス〉 1人1室 6万9900円
2人1室 6万4900円
〈スタンダード〉1人1室 6万2500円
営業／ 9:00 ～ 17:30、土日祝休
2人1室 5万9500円
北区徳王1-6-52 TKUぷらざ2階
【利用ホテル】デラックス＝メトロポリタン丸の内、ハイアットリージェンシー東京
（新宿）
熊本県知事登録旅行業 第2-232号 スタンダード＝メトロポリタン
（池袋）
、サンルートプラザ新宿、グレイスリー銀座

D 096（312）
3153

Email tour@tkuhuman.co.jp

リフォームするなら「創業75周年大感謝祭」へ！

11月13日（土）・14日（日）TOTOショールームで開催

今年最後のTOTO展示会、標準工事費＋税込みの感謝特価！
ＴＯＴＯリモデルプロショップ

ＴＯＴＯなら﹁たしろ住設﹂
価格は標準工事費＋消費税込み
高いオプションだけを厳

選︒使うたびに﹁付けて

外壁塗装も

同社の価格は︑すべて

いて良かった﹂と思える ﹁お任せください！﹂

はず︒水回り一式をリフ

み〟がモットーです︒
﹁価

ォームしたいなら︑セッ

格には工事費が別途のと

年明けからのリフォー ﹁サザナ﹂がオプション付

り４点セットはＴＯＴＯ

88

ト商品がお得です︒水回 〝 標 準 工 事 費 ＋ 消 費 税 込

の人気アイテムがそろっ

きで 万円︒﹁三乾王﹂な

ど人気オプションからお

ムを考えているなら必

好きなものを１つ選べま

75

信頼と実績の﹁た

見！

ください﹂と社長︒見積

しろ住設﹂が﹁創業 周年

もり提出後の説明も丁寧

ころもあるので︑ご注意

会場に行けない場合は

す︒また︑５つのオプシ

大感謝祭﹂を開催︒同社

ョンを装備した﹁キッチ

75

てなんと１９８万円！

の今年最後のＴＯＴＯ展

【リフォーム料金に含まれるもの】トイレ（洗面化粧台）本体、取替工事、処分費

水回りをはじめ︑増築

取替工事費込み

29万円（税込） 12万円（税込）

めます︒

取替工事費込み

や改築︑外壁塗装に至る

21.3万円（税込）

までリフォーム全般に対

※混雑を避けるため予約が優先となります

取替工事費込み

自動で便フタが閉まってから洗浄

·新型 ネオレストRH1orAH1
ウォシュレット一体型便器
(きれい除菌水機能付き）

応︒ＴＯＴＯが推薦する

2020年度「TOTOコンテスト」で
熊本県で唯一、全国表彰の優秀賞を受賞！

問合せ／たしろ住設

（税込）

“こだわり”
簡単リフォーム
各限定5台
にも加盟している︑信頼

至東バイパス

日程／ 11月13日
（土）
・14日
（日）
時間／ 10:00 ～ 17:00
会場／ TOTO 熊本ショールーム
住所／中央区萩原町17-53

10120・810・243

88万円
﹁リモデルプロショップ﹂

● 生協
ローソン

戸建て「サザナ」通常164万円→
マンション用「WY｣シリーズ
通常163万円→

の厚い地元企業です︒

第二
● ● P 駐車場

（税込）

洗面化粧台
︵サクア︶
一面鏡・二枚扉
扉カラーホワイト

●

公園

平成さくら通り

会場／
TOTO
ショールーム

69万円

※掲載写真はすべてイメージ
ピュアレストＥＸ＋
アプリコットＦ１Ａ
︵きれい除菌水機能付き︶

サンリブシティ
くまなん

平成大通り

平成駅

通常
105万円→

で︑予算オーバーの心配

きれい除菌水 標準装備

·「創業75周年大感謝祭」
琴平通り

（税込）

TOTOシステムキッチン「ザ・クラッソ」

（標準工事費＋消費税込み）

※戸建ての場合、現在がシステムバスであればお安くなります

TSUTAYA●

75万円

もなく安心して工事に進

【標準工事費に含まれるもの】
システムバスの場合／解体・撤去工事・給排水配管工事・
土木工事・組立工事・電気工事・仕上げ工事（40万円相当）

TOTOシステムキッチン「ザ・クラッソ」

（標準工事費＋消費税込み）
限定５台 オプション５点が付いて
通常122万円→

わり〟簡単リフォームも

対象商品

●システムバス…
戸建て用「サザナ」Sタイプ・1坪まで
マンション用「ＷＹシリーズ」Ｔタイプ1216
●システムキッチン…「ザ・クラッソ」
Ｉ型・扉オール引出し式
●トイレ…「ネオレスト」RH1タイプ
ウォシュレット一体型便器
●洗面化粧台…「サクア」一面鏡・2枚扉

あります
︵＝左記参照︶︒

※上記の水回りセットのキッチンは創業75周年の特別セット
ではありません

おすすめです︒クリスタ

198万円

どれか1つ

❶三乾王（浴室換気暖房乾燥機）
❷お掃除ラクラク人大浴槽
❸片引戸＋手すり（浴槽横）

電話で注文できる〝こだ

通常332万円↓

選べる
オプション

❶クリスタルカウンター
❷スーパー
クリーンフード
❸きれい除菌水
❹スクエアすべり台
シンク（人工大理石）
❺水ほうき水栓

ルカウンターなど人気の

バス・キッチン
トイレ・洗面台

（標準工事費＋消費税込み）

ン特別セット﹂ 万円も

③水回り4点セット

豪華オプション5点付き

選べるオプション付・システムバス

示会となるので︑ラスト

①キッチン＋トイレ……

標準工事費
& 消費税
10％込み

目玉は︑システムバス

98万円
②バス＋トイレ…………117万円

「創業 75 周年大感謝祭」キッチン特別セット

検索←

たしろ住設

チャンスです︒

「創業 75 周年大感謝祭」お得な水回りセット

（株）たしろ住設

