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

来店記念品
プレゼント！

R3.11.13・14の2日間

日７回、随時催行です。

【女性のためのマネー講座】無料 各回先着 人
月 日（金）
・ 日（日）①午前 時②午後２時

ノ１・熊本駅前）

会場 ／ くまもと森都心プラザ６階 会議室Ｃ

（西区春日１ノ

住所 ／中央区花畑町１ノ７

20

検索 ←

マスミ

肩や腰などの筋肉を休ませ、まるで空気の上で寝てい
るような最高の眠りへと導いてくれます

営業／午前

10

時～午後７

時、水曜休
（祝日は営業）

住 所 ／北 区 龍 田 ７ ノ １ ノ

☎０９６（３３８）７０２１

60

葬儀

第39回
「40代から始める、
終活」
扌

ふれ愛葬

Ｒ3.11.10 ～11.30まで

玉泉院

ふれ愛葬 玉泉院

う、何を知っておけばよ

も穏やかなものになるよ

ンセラーによる個別相談

「 葬 儀 代 は、 自 分 の 貯

いのか、“家族目線”で教

会を随時実施。いずれ訪

蓄で賄えるから子どもに

えてくれます。終活を身

故人の預貯金、凍結

迷惑はかからない」と安

近に考える機会に、ぜひ。

れる別れの時が、少しで

心していませんか。故人

されたらどうなる？

の口座は、死亡後すぐ凍

玉泉院のHPがリニュー
アル、ぜひチェックして

結される場合があり、お

金が下ろせなくなること

も。葬儀代などまとまっ

た金額が必要な時、家族

が慌てないような配慮ま

10120・737・031

10

硬さの入れ替えＯＫ
腰痛対策にもお勧め

年、

68

布団から出るのがしん

どくなる季節。創業

「ｅ‐ＫＡＧＵ マスミ巧

芸社」で好評の高機能マ

ットレスで、眠りの質を

変えませんか？

ソフト／ハードの二層

構造で、通気性・保温性

も抜群。柔らかでしなや

かな高反発マットレス

世安交差点

玉泉院では、終活カウ

肥後銀行 ●

至水前寺

3

ＭＹ熊本ビル７階

家具

Ｒ3.11.13～11.19まで

で心がけたいですよね。

タカラ熊本 ● ● レクサス
ショールーム

会場／タカラスタンダード 熊本ショー
ルーム（中央区世安町356-1）
開催／ 10:00 ～ 17:00
問／岱電トラストグッドホーム
熊本営業所／ 東区小峯2-6-12
営 ／ 9:00 ～ 18:00、 第2・4土 曜、
日祝日休 ※写真はイメージ
たいでんトラスト
検索←

28

キズ防止業務用フェルト扌 e-KAGU マスミ巧芸社
をプレゼント！
が、理想の寝姿勢へとサ

施工例は↓

岱電トラストグッドホームは
熊本県マンション管理組合連合会賛助会員です
至熊本市街
ニッポン
レンタカー
● ● エネオス

「今はお金も
働かせる時代です」

フローリング

プレゼント

【基本工事はここまでやります！】解体工事・撤去工事
・給排水配管工事・土木工事・電気工事・仕上げ工事

26

熟睡！ マットレスの理想形

「リビングを見た」で家具を購入すると

「ラスク」

32万7800円～

14

11

家 具

サクラデリカの

マンション用システムバス 0.75坪

営業／午前９時～午後４時

☎０ ９ ６
（３２５）
７８１０

リビング読者限定 COUPON
■マスミ巧芸社

事前予約すると、
高級食パン専門店

マンション用システムキッチン255㎝
21万7800円～
キッチンパネル貼り別途

同社工務の堀田さん

平和の大切さを
楽しく学ぶ！

お金の運用方法に“ｉ

ＤｅＣｏ”や“ＮＩＳＡ”

が有名だけど、むずかし

そんな人のため

そう…と諦めていません

か？

に、知識と経験が豊富な

募集文書番号：LPPＫＭ-21-08
（20230731）
募集代理店：
（株）
ライフプラザパートナーズ
熊本FA営業部

リビング読者限定 COUPON

41万2500円～

対応の早さは責任
と信頼の証。分か
らない事は何でも
お尋ねください！

住所／球磨郡錦町木上西

を参照ください）※税込

２ノ１０７（地図アプリ

跡に無数の地下施設がそ

☎０９６６（ ）８０８０

戦時中の海軍航空基地

のまま残る「にしき ひみ

つ 基 地 ミ ュ ー ジ ア ム 」。

探検気分で見学でき、楽

しみながら歴史を学べる

と 家 族 連 れ に 好 評 で す。
ファイナンシャルプラン

ナーが基礎から丁寧に教

えてくれるセミナーを開

受付９:00 ～ 17:00

■玉泉院 終活相談

戸建用システムバス 1坪

検索←

ライフプラザパートナーズ

熊本大学から阿蘇方面へ車で約10分。広々と
した店舗には、
キッズルーム・大型駐車場完備

戸建用システムキッチン 255㎝
キッチンパネル貼り別途
27万5000円～

●入館料（税込、地下魚雷調整場ガイドツアー込）
大人／ 800円 小中学生／ 500円
※ツアーは9:30 ～ 1時間毎にスタート（予約不要）

（株）ライフプラザパートナーズ

●電話またはウェブから予約
☎ 080
（5280）
9991

14

旧日本海軍の練習機「赤とんぼ」の実物大模型も！

女性のための無料マネー講座

Ｒ３.11.26・28の２日間限り

ポートしてくれます。

秋に出たばかりの新作も

チェックできます。

日（土）
・ （日）戸建て・マンション水回り相談会へ

13

検索←

セミナー

「MARKS&WEB」
ハンドソープ（右写真）
プレゼント！
催。お金の悩み・疑問を

月

11

岱電トラストグッドホーム

水垢・油汚れ・臭いに

当日は工務担当者も常

ちに見ておきましょう。

駐。「何を選べば？」「マ

地域のリフォーム専門店なら
工程通りでノンストレス！
強いタカラの“高品位ホ

※1家族1セット、
R3.11.13・14
（2日間）

ンションの工期は？」「配

2本セット プレゼント

ーロー”は、お手入れの

オリジナルボールペン

ラクさが強み。艶やかな

「リビングを見た」で
相談会で見積を依頼した人に

のお風呂は、寒暖差で血

リビング読者限定

圧が乱高下するヒートシ

低金利リフォームクレジット、各種カード、
ＰａｙＰａｙ支払いできます（利用条件あり）

14

日

・アクリル人造大理石
・2WAYカウンター
・ハイバックカウンター
・三面鏡 ・LED照明
・扉カラー 8色

13

日（ 土 ）・

税込・標準工事費込み

シンプルプラン

月

基本工事費目安
（税込）

◦タカラ 洗面台
ファミーユ 75㎝

にしき ひみつ基地ミュージアム

リビング読者限定

バス・キッチンの基本工事費目安はこちら

・3口ガスコンロ ・扉カラー 35色
シンプル ・ソフトクローズ
プラン ・アクリル人造大理石
（シンク＆カウンター）

24万8000円

（日）のタカラ水回り相談

※キッチンパネルは別途

管工事は必要？」など何

53万5370円（税込）

高級感が、インテリアに

花 を 添 え て く れ ま す よ。 でも質問を。

◦タカラ システムキッチン リフィット W2550

ョックが心配。命を守る

・3口ガスコンロ ・扉カラー 7色
シンプル ・ソフトクローズ
プラン ・アクリル人造大理石
（シンク＆カウンター）

冬 “予防”も兼ねて、早いう

※キッチンパネルは別途

会なら、年内施工にぎり

ぎり間に合うかも！

59万1250円

（税込）

11

28

解 決 す る チ ャ ン ス で す。

浴室パネルはお手入
れ簡単「ホーロークリ
ーンパネル」です！

W2550

にしき ひみつ基地ミュージアム

扌

各回のセミナー参加時
「リビングを見た」
で

気軽に参加を！

シンプルプラン
・シャワーフック
・ハンドバー
・壁柄12色

戦時中の様子や人々の暮

（税込）

地

56万3090円

らしを肌で感じられ、大

1坪（戸建用）

ヒートショック大丈夫？

◦タカラ システムバス
ミーナ

◦タカラ システムキッチン エーデル

タカラ
「冬も快適！ リフォームフェア」

リフォーム

【2021年NEWモデル】NEW

人の満足度も高め！

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

他２種類の地下壕を巡るオ
プションツアーも
（別料金）

【ピアノタウン熊本 限定１台リニューアルピアノ】
ヤマハ「U3H
（新品椅子付）
」
1976年製 31万6000円

下魚雷調整場のガイドツ

当のヤマハヘッドフォン

進呈（３台限定）。※税込

時～午後７時

ピアノタウン熊本＝右記

営業／午前

大谷楽器 上通本店（無休）

住所／中央区上通町７ノ１

☎０９６
（３５５）
２２４８

10

日

14

アーは入館料に込み。毎

日（ 土 ）・

13

100円引き

※4人まで R3.11.10～12.10まで

この秋の鍵盤楽器
おすすめ情報！

11

月

（日）で「秋のピアノ商談

ピアノタウン熊本では

ヤマハハイブリッドピアノ
（新品）
「NU1X」43万7800円

会 第２弾」が開催！

円と１台限定で特価。椅

「Ｕ３Ｈ」が 万６０００

子・基本配送費用サービ

ス。人気木目リニューア

ルピアノも続々入荷中で

す。上通本店ではハイブ

リッドピアノ「ＮＵ１Ｘ」

の購入予約で、１万円相

31

通常より

検索 ←

大谷楽器

＜22＞

気分は“探検隊”
、いざ基地へ

クーポン提示で、
併設カフェのソフトドリンク

大谷楽器 上通本店・ピアノタウン熊本

土曜日

レジャー

■にしき ひみつ基地ミュージアム

秋のピアノ商談会第２弾！
扌

※クーポン持参

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

2021年11月13日

検索←

終活カウンセラーの相談会は、各会館で随時受付。
完全個別・予約制、オンラインにも対応可能です

問い合わせ／ 玉泉院 終活相談

1 0120・525・024

