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2021年11月27日

リビング読者だけのお得を集めました！

土曜日

本ズワイ蟹・ステーキ食べ放題

全日程、大人1人につき
小学生以下1人無料！

ANAクラウンプラザホテル
熊本ニュースカイ

※他割引との併用不可 ※12.24・25、12.31
～来年1.2は別の催し R3.12.1～12.30まで

Eat

検索←

五山房 壱の蔵
ゆめマート大江店・ゆめタウンサンピアン店

数の子や松前漬等
年末商品も豊富！

114万8400円が

53％

52万9990円

OFF ※標準施工費35 ～50万円

（1616サイズ、不要なオプションは外せます、その分価格は安くなります）

ＡＫＡは、年間工事件数

内装工事の専門家ＴＡＮ

逃しなく！
工事コミパックも注目。

●

熊本中央病院

●●

洋服の青山

田井島 ●
交差点
旧浜線

流通団地
入口

浜線バイパス

東バイパス

トクラス
熊本ショールーム

至近見

※Ｒ3.11.27・28のみ

28

「納得のいく素敵なリフォームをお約束します」
水回り他、内装
（クロス貼り替え１万円～）
も相談歓迎！
平成とうや
病院

リビング読者限定

洗面所の床クッションフロア
シートの張り替え無料

27

日（土）・ 日（日）はリフォーム相談会

熱や衝撃に強い人造大

◦プロの目線からライフスタイルに合わせた工事
内容を提案！
◦やる気あふれる職人集団が、一丸となって丁寧
＆迅速施工
◦アドバイザーが、見積もり・施工管理・アフタ
ーフォローまで一貫して対応！

「リビングを見た」で
ユニットバス・洗面台の成約で

月

理石パネルのキッチン

１０００件以上を手掛け

17万6800 円

平成大通り

☎0964
（24）5880

泡洗浄でお掃除楽々

午前 時～午後５時、
トクラス
ショールーム。予約がおすすめ

日
（日）
、トクラ 「Ｂｂ」や広～いバスタブ

スタートしたこの時期な

住／宇土市善道寺町綾織95
宇土シティモール2階
営／ 10:00 ～ 20:00、無休

31万9000円が
①トイレ本体価格
②ウォシュレット
③取り替え ④処分
⑤床クッションフロア
シート貼替⑥天井・壁
クロス貼替がコミコミで

キッチン、お風呂、ト （土）・

ら、品ぞろえ×価格どち

ているから、水回りはも

肌寒い季節に欠かせな

らも満足できるはず。宝

住／熊本市北区植木町舞尾620
ショッピングプラザウェッキー 2階
営／ 9:30 ～ 20:00、第3木曜休

パナソニック

新型アラウーノ
S160タイプ２

も幅広く相談できます。

いアウター類や防寒肌

探しのように店内隅々ま

ネイブル宇土店

限定

5台

28

11

（税込）

着。新年を迎える準備に

でチェックして下さい。

日 常 ウ ェ ア・肌 着・服 飾 雑 貨・寝 具 …
広くて・安くて・何でもそろう！

役立つ寝具や雑貨…。お

キナッセ植木店

扌 ☎096（215）3007

※他の割引クーポンとの併用不可
※羽毛布団・マットレスは対象外 R3.12.12まで

得にそろえるなら「キナ

繊維総合卸業の老舗

半額に！

ッセ」
＆「ネイブル」
へ。

るので、扱う商品はどれ

「古荘本店」が運営してい

も
〝良品廉価〟
。両店とも

今ついている
プライスから

26万5100円が

15万4990 円

※標準施工費２万5000円～

上品カジュアルなアウターは、オンオフ問わず大活躍。
グリーンのジャケット・キャメルのコートともに通常
価格5478円がクーポンで半額！

広々した店内に所狭しと

冬物バーゲンが

並ぶ商品は、値札を見て

驚き！

クーポン持参で、購入品のうち1点が

と洗い場が特徴の「エヴ

限定

3台

プチプラ
おしゃれアウター

Ｇｏｏｇｌｅ
Ｐｌａｙ

Ａｐｐ
Ｓｔｏｒｅ

リビング読者限定 COUPON
■キナッセ植木店・ネイブル宇土店

リィ」が来場者限定価格。 ちろん、お家の困りごと

人造大理石ボウル・乾くん棚・
壁出しシャワー水栓・三面鏡・
ミラー裏収納・LED照明・開き扉

【超目玉】高級ブランド
寝具が特価！

※クーポン画面提示＆税込1100円以上
購入に限る。他の特典との併用不可

ス熊本ショールームで開

洗面台「EJ」
（W750サイズ）

スマホアプリ「full shop」会員募集中！
初回登録時、500円クーポン進呈

催。豪華オプション付き

（不要なオプションは外せます、その分価格は安くなります）

プランが特別価格。お見 「パナソニック」トイレの

（税込）

44 7700

限定 希望小売価格
47％
万
円
85万5140円が OFF ※標準施工費20 ～30万円

3台

※価格は
すべて税込

イレの水回りリフォーム

日

おすすめプラン＝人造大理石天
板・サイクロンレンジフード・浄
（2550サイズ） 水器一体型シャワー水栓・三段引
き出し・三口ガスorIHコンロ

「Bb」

西川の健康サポート
マットレス！

人気ブランド
の ア ウ タ ー は、
3190円～各種。
クリスマスのプ
レゼントにもオ
ススメです

無料相談会を、総合内装

業ＴＡＮＡＫＡが

ネイブル

10

年越し前にお悩み相談しませんか？

ー）・かわるん棚・うつくしフロア・うつくしドア

希望小売価格

27

キナッセ植木店・nable宇土店

タナカおすすめ快適プラン、歳末感謝祭！

限定
3台

（税込）

（1616サイズ）

あなたの住まいのトータルコーディネーター（株）
総合内装業ＴＡＮＡＫＡ

おすすめプラン＝人造大理石浴槽・高断熱浴槽・エ

「エヴリィ」ルゴデザイン・サウンドシャワー（浴室内スピーカ

冬物バーゲン最大50％ OFF ！

カジュアルアウターもバリエ豊富です

1本売りの明太子はお歳暮にぜひ。特売の「切れ子」は
売り切れの場合があるのでお早めに！ ※イメージ

リフォーム

“暮らし応援”総合衣料品店。クーポンでさらに“お得”

普段は値引きにならない高級品もスペシャル価格に。
左／西川のストレスフリーな眠りを叶えるマットレス
「スラヤ
（シングル）
」2万9700円→1万9800円
右／有名ブランド日本製羽毛布団
（シングル）
3万3000円→1万6500円 ※写真の柄はイメージです
※いずれも数量限定・下記クーポンの適用外です

漬けなど、年末商品の取

10

扱いも始まっています。

☎０９６
（３６３）
７５３０

ゆめマート大江店

サンピアン店

営業／ 午前 時～午後９時

物“赤酒めんたい”の自宅

10

ロングセラーの熊本名

用 切 れ 子。 特 価 １ ０ ８ ０

営業／ 午前 時～午後８時

☎０９６
（３８０）
７５３０

円は今回がラストチャン

上 質 な 旨 さ の 秘 密 は、

赤酒仕込み「いかめんたい」
120ｇ1080円（税込）
もぜひ

ス
（桜の馬場店を除く ）！

芳醇な香りの肥後地酒

調味液に１２０時間漬け

“赤酒”など、こだわりの

②確実な工事をさせ

③価格のからくり…など、

①見積書の比較の仕方

る為の魔法の一言

知って得する情報ばかりです

人 に プ レ ゼ ン ト。

イントをまとめた小冊子

を、

左記を参照の上応募を。

30

トラブルを回避する

ポイントを伝授！

【応募要項】 希望者は、〒住所・氏名・電話
番 号 を 明 記 の 上、24時 間 録 音 テ ー プ 案 内・
FAX・ハガキ・メールで簡単に応募できます
FAX 096（354）
0019
宛先 〒850-0051熊本市西区二本木4-7-26
（株）
RAPT 担当平田さん宛て
Mail rapt.hirata@gmail.com

国民生活センターの調

べによると、住宅に関す

るトラブルは昨年度９５

３７件にも。塗装工事に

ついても相変わらず多い

そう。「知り合いだから、

大手だからなど安心して

頼んだのに失敗した…な

どの声も多く聞きます」

そんな塗装トラブルに

と同社スタッフ。

巻き込まれないためのポ

問合せ／長寿命住宅研究会（ラプト）
24時間録音テープ案内 ☎ 096
（354）
3952

検索←

ラプト 熊本

1080円 扌

※1人2パックまで、200パック限り
※クーポン持参、税込、売切れ次第終了です

込んでいるから。お歳暮

（株）RAPT（ラプト）

Ｒ３.12.10必着 ※個人情報はプレゼントとＤＭの
発送に使用されます ※同業者の応募は不可

通常3500円 ⇒

※写真はすべてイメージ

応募要項は下記を参照

塗装工事
“ちょっと待った！”

今年最後の感謝特価1080円

「赤酒めんたい」お試し切れ子・240g

ほか味付数の子や松前

●料金／食べ放題
（ソフトドリンク飲放）6000円
食べ飲み放題
（アルコール飲放）8000円 ※税・サ込
小学生 2500円 幼児
（4 ～ 6歳）1000円
問・予約／サンシエロ ☎096
（354）
2634

塗装

リビング読者限定

小冊子
「失敗しない塗装工事
7つの防御策」（右写真）を
30人にプレゼント！

ファッション

GoTo

食品

■五山房 壱の蔵 大江店・サンピアン店
11月26日
（金）
～11月30日（火）
の5日間限定！

にも人気ですよ。

30

ブッフェに宿泊が付い

月

12

たお得なプランも。平日

１人６５００円～（

時（最

日まで）
、詳細は問合せを。

時間／午後５時～

終入店９時）、月～金１２

０分、土日祝１００分（二

部制５ 時 ～ ／ ７ 時 ～ ）

10

熊本

サンシエロ

ズワイ蟹・ステーキ・
天ぷら・寿司が食放

月１日～来年２月

12

ニュースカイ

毎年大人気の蟹食べ放

題のディナーブッフェ

が、

28

日開催。今年は本ズワ

イ蟹と紅ズワイ蟹を食べ

比べ。更に熱々ステーキ、

職人の本格寿司、天ぷら

も加わりパワーアップ！

ほかにもカニクリームス

ープや鶏肉コンフィ、鴨

のロースト、海老マヨな

ど多彩な料理がずらり。

前得プランもあり
●前日までの予約で
食べ飲み放題
通常8000円
→6500円
●コロナワクチン接種
券提示（本人のみ・写
真も可） →6000円

リビング読者限定 COUPON

グルメ

リビング読者限定
通常日曜だけのキッズ特典が
「リビングを見た」
で

問合せ／総合内装業TANAKA
住／北区飛田2-10-95
営／ 10:00 ～ 17:00

☎096
（200）
5068
トクラスショールーム見学先

南区幸田1-7-19
TANAKA公式HP→

