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

イベント

■granks(グランクス)
クーポン持参で、各日先着50人限定

定番の喜平ひとつでも

多彩な商品
はＨＰで

〝身につける資産〟
と

カット数︵面数︶やボリュ

ーム︑長さなどバリエー

ション豊かです︒大切な

分〜翌

して︑さらに注目！

世代・性別・国籍問わ

ず愛される﹁ゴールド﹂︒ 人に残せる財産を⁝︒

営業／午前 時

２時︵日祝＝〜午後８時︶

最近では︑安全資産とし

ての価値も高まっていま

☎０９６
︵２２３︶
５７３３

文化堂

肥後銀行

下通りアーケード

南日本銀行

す︒銀座通りの﹁ゆきざ

き﹂では︑多彩なゴール

ドジュエリーを集めたフ

ェアを好評開催中！

銀座・六本木・福岡⁝

クジ王
クジ王

戸島店

検索 ←

熊本

世界に一つだけの
駄菓子屋が作れる！
ったお得なセット︒購入

した人には︑同店人気の

き︒﹁駄菓子大盛り弁当﹂

40

当たりくじ︵３３００円

スや年末年始のプレゼン

は数量限定なので︑早め

〜４４００円︶が ％引

トに︑駄菓子屋さんごっ

に来店を︒

お子さんへのクリスマ

こができる﹁駄菓子大盛

住所 ／東区戸島５ノ ノ

時〜午後５

り弁当︵１０８０円︶﹂は

営業／午前

時︑ 不 定 休︑ 駐 車 場 あ り

大人も楽しめ

る懐かしい駄菓子屋﹁ク

☎０９６︵３８８︶２０４５

いかが？

ジ王﹂戸島店で好評発売

中です！

初心者向けの家づくりセ

熊本のＦＰが〝自分の失敗経験〟から
家づくりで大事なことを教えます！

そろそろマイホームを

ミナーが開催されます︒

ローンも間取りも︑

家づくりで大事なのは

住宅性能と価格のバラン

考えようかな⁝という人

ちょっと待った！ 知識

ゼロで動くと時間もお金

日

27

〝第三者目線〟
で相談
も 浪 費 し ま す︒ ま ず は︑

11

家づくりについて学んで

28

月

折り紙やイラストなどで自由自在に飾り付けができる
「駄菓子屋さんごっこ」は知育にもピッタリ！ ※税込

今 賢く家を建てるには

会場
「サクラキ 4ユアーズ コーヒー」
の

検索←

これさえ学べば不安も悩みも解決！

●実施日／ 11 月27 日
（土）
・28 日（日）
●時間／午前の部 10:30 〜 12:00
午後の部 14:00 〜 15:30
※１回 90 分、先着 25 組
●会場／九州電力熊本支店 1 階
フラットスクエア内カフェスペース
（中央区上水前寺 1-6-36）
※保育士在中の託児室有、事前に予約を

役立つ情報が満載！

家づくり関連書籍プレゼント
これから家づくりを考える人にも、メー
カーとの打合せを始めている人にも役
立つ、まさに 教科書 な１冊や、熊本
の人気住宅雑誌を無料進呈
住／中央区水前寺4-52-48-2階
営／ 10:00 〜 18:00、月曜休

会場／ 至帯山
九州電力 ●

熊本支社1階
●
セブン
イレブン

県庁
県庁通り

●

熊工

その場でサービス

1 0120・74・7105

東バイパス

熊本銀行
本店

クッキーとドリンク
※グループ全員利用可
R3.11.27・28の2日間限定

おうちの買い方相談室

【参加無料・託児完備】家づくり勉強会

水前寺
競技場

リビング読者限定

件以上の家づくりに携わ

った経験を活かし︑こだ

わるべきポイントをレク

チャー︒〝お金の専門家〟

の立場から家づくりの話

を聞く場なので︑営業を

受ける心配はありませ

ん︒もちろん住宅ローン

なども詳しく教えてくれ

ますよ︒参加者には役立

つ書籍や雑誌もプレゼン

検索←

「駄菓子大盛り弁当」で遊ぼう

おうちの買い方相談室くまもと

日︵日︶︑九州電

たいでんトラスト

10120・737・031

55

◎定番中の定番
の
「喜平」
ネックレス・ブレス
◎ファッションとしても
いま注目の
「コイン」…

「えっ?! 貯金ゼロでも家が買えるの？」
みませんか？

上熊本駅

18

検索←

コロナ禍やウッドショック…

住まい

︵土︶
・

パナソニック
● 杉塘
リビングショウルーム熊本

駄菓子屋さんごっこ用

本妙寺入口

トヨタ
自動車
●

会場／パナソニックリビングショウル
ーム熊本（西区花園1-5-5）
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
第2・4土曜、
日祝休
営／9:00〜18:00、

10

熊本

食品・雑貨

第三者目線とＦＰの視点
から︑総合的にアドバイ
ス︒メーカーには聞きに
くい内容もお気軽に！

※1家族1セット、
R3.11.20・21
（2日間）

施工例は←

2本セット プレゼント

ジョリーパスタ ●
市電

オリジナルボールペン

県立総合体育館
●

の箱︵３８０円︶と人気駄

32万7800円〜

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

現給湯器の種類、基礎の有無等で価格は変動します

栄通り

マンション用システムバス 0.75坪

同社工務の堀田さん

HPはこちら
駄菓子屋さん
ごっこの作例が
見れます↓

ト︑気軽に参加を︒

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

【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

コミュニケーションリモコン
＋脚部カバー付き

30

※１人３回まで、
R3.11.20・21のみ
（２日間）

ス︒同社では︑２０００

41万2500円〜

お昼に湯沸し。太陽光発電に
嬉しいソーラーチャージ機能！

10

ガチャガチャすくい
１回無料！

力内フラットスクエアで

戸建用システムバス 1坪

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！

●

■クジ王 戸島店
クーポンの持参、1100円分購入で

菓子が１０８０円以上入

日︵土︶
・ 日︵日︶︑住み心地がもっとよくなる戸建て・マンション相談会

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〜

39万8000円（税込）

●

リビング読者限定 COUPON

月

メーカー安心保証10年

商品価格＋標準工事費

「リビングを見た」で
相談会で見積を依頼した人に

感染症対策に配慮し

案内できます﹂︒クロス・

フローリング・内窓︑屋

HE-NS37KQS370ℓ フルオート

リビング読者限定

ら︑汚れにくくきれい長

温力も抜群︒毎日のバス

パナソニック エコキュート

店舗展開のスケ

パナソニック
﹁冬の快適リフォームフェア﹂

21

もち︒手入れがラクで保 ﹁ 事 前 予 約 で 優 先 し て ご

日︵土︶・ 日︵日︶ タイムが楽しみになりま

20

岱電トラストグッドホーム

見積からアフターまで誠実！
地域のリフォーム専門店

11

月

基本工事費目安
︵税込︶

29万8000円

● ●
銀座通り

〔中央区下通1-7-27〕

バス・キッチンの基本工事費目安はこちら

・手洗いカウンター
・床クッションフロア
・壁クロス 付きで
商品価格・付帯工事・税込

3台
限定

足先から冷える古いタ

メーカー安心保証5年
・ふたオート開閉
・ふたが閉じてから流れる
「クローズ洗浄モード」

根・壁塗装工事︑サンル

パナソニック アラウーノＳ160
タイプ1 ラクテク！
NEW!

ームやウッドデッキ等の

86万5700円（税込）

すよ︒当日はお得なプラ

希望小売価格
197万5528円

エクステリアも相談を︒

◎10年ファン掃除不要ほっとくリーンフード
◎昇降ウォール ◎食洗機 ◎扉色17色
◎3口IHコンロor 3口ガスコンロ

の水回り相談会へ！

※不要分は外せます。
その分価格は安くなります

ンほか︑工務担当者によ

る工事のＱ＆Ａもあり︒

岱電おすすめプラン

56.2%
オフ

イル張りのお風呂︒掃除

パナソニックシステムキッチン
ラクシーナ 255ｃｍ ラクテク！

技術のパナソニックが

86万4600円（税込）

誇る﹁ラクテク製品﹂
だか

希望小売価格
171万5340円

も寒いし︑ヒートショッ

クも心配⁝︒そんな人は

◎酸素美泡湯 ◎カビシャット暖房換気乾燥機
◎安心ハンドバー ◎握り兼用スライドバー
◎壁柄25色 ◎スゴピカ保温浴槽

熊本
ゆきざき

銀杏通り

LINEの友だち登録で会計から5％オフ！ マップ↑

低金利リフォームクレジット︑各種カード︑
Ｐａｙ Ｐａｙ
支払いできます︵利用条件あり︶ ※写真はイメージ
※不要分は外せます。
その分価格は安くなります

と全国

電車通り

日時／11月20日
（土）
・21日（日）
９:00 〜17:00

21

岱電おすすめプラン

3台
限定

西日本シティ
銀行

【グランクス 秋のもみじまつり】

20

49.6%
オフ

19

●

11

戸建用・1坪タイプ ラクテク！

ールメリットを活かした

仕入れ力が大きな強み︒

も登場︒そのほか﹁植栽・

外構・エクステリア﹂の

営業／午前９時〜午後６時

相談も気軽にぜひ︒

水曜休︑駐車場あり

←

リフォーム

パナソニックバスルーム オフローラ

ゆきざき

R3.11.30まで

ドライフラワーや
リースも販売！

紅葉の秋ならではの風

住所／上益城郡甲佐町田

景を﹁グランクス﹂で感じ

口３８８１ノ５

まさに

てみませんか？

☎０ ９ ６
︵２ ８ ５︶
４５ ７ １

今が旬の﹁秋のもみじま

展示場の周りを囲むよ

つり﹂が開催！

うに紅葉する木々︑自社

生産だからできる安心価

格です︒こだわりの１本

と出合うこと間違いな

し︒同日は秋を盛り上げ

るおいしいケータリング

今しか見られない美しい紅葉

ジェムキャッスルゆきざき 熊本店

24回まで無金利払いOK

検索 ←

グランクス

※1グループ1つまで Ｒ3.11.20・21の2日間

＜20＞

ゴールドジュエリーFair

ゴールドのコインネックレスを購入の
際に「リビングを見た」と伝えると

granks (グランクス)

プレゼント！

土曜日

ジュエリー

リビング読者限定

11月20日・21日秋のもみじまつり

もみじの苗木

2021年11月20日

同 社 のLINE公 式 ア
カウントも注目！ セ
ミナー情報など随時
発信しています。
←登録はこちらから

