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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

リビング読者限定 COUPON

■古じょう庵 ※配達員に券を渡して下さい
「数の子たっぷり！数の子松前漬」
3240円以上で

“ご自宅お届け”
無料引換券
＊自宅用（袋入）・贈答用のどちらも対象です

注文の電話は ☎096（381）6508へ

“超”
人気！数の子松前漬が半額

扌

※熊本市内1カ所、
コピー不可、
R3.11.24 ～12.1まで

古じょう庵

珍味

日（ 金 ）

26

11/26・27・28限定 ４個セット通常1330円 →1100円
左上から右回り ①ルローショコラ ②ショートケーキ
③ドイツ風チーズケーキ ④リキュールマロン
※なくなり次第終了、
1人1セット限り ※電話予約は不可

窓

日（水）・ 日（木）

99万8000円～
（税込）

断熱パックプラン（浴室＋脱衣室）
上は右のスターキー社製「Muse
iQ」IICの 装 用 写 真。 鼓 膜 近 く に
フィットし、外から目立ちません。
片耳18 万円（非課税）～

限定５台【キッチン】
収納が使いやすくリニューアル！
３口ガスコンロ・ステンレスワーク
トップ・扉カラー 20色

67万7000円～

リバテープ製薬

インプラス

今回は脱衣室の断熱パ

寒さが本格化、ヒートショックも
気になります。まずは商品を体感

住まいのリフォームを

窓を断熱仕様にして、寒

ッ ク も 特 価。 天 井・ 床・

日（日）、 さ知らずのバスタイムを

11

年間約３２０件行う「ア

叶えましょう。寒さがさ

日（土）
・

イズリフォーム」が、

らに厳しくなるこれから

月

リクシルショールーム熊

の季節、タイル床の浴室・

住宅リフォーム事業者
団体登録店

国土交通省が定めた要件を満た
し、安全・安心なリフォームを
行っています（ロゴイメージ）

ココだけの限定情報たくさん

「アイズリフォーム」
公式LINEもチェック！
最新情報を定期的に配信！
見逃せないお得商品も多数紹介

「アイズリフォーム 新着情報」
で検索で、商品詳細もチェックできます。問合せ・見積り無料！

もう1本無料でプレゼント

リビング読者限定 COUPON

TSUTAYA ●

■アイズリフォーム

来場時にクーポンを渡すと

すてきな粗品プレゼント
※1家族1枚、R3.11.27・28（2日間）

平成さくら通り

扌

平成大通り

R3.12.11の申込みまで

（税込）

ネット注文可

黒布ばんそうこう1箱（16枚入）
プレゼント！

2860円

●送料/330円（税込） ●発送/注文より1週間
程度 ●配送／ゆうパケットにてお届け
●支払/振込、クレジット（手数料は無料） ●返品/不可
※特別価格での購入は1世帯1セット1回のみ
※個人情報は商品の発送と案内のみに使用します
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11/26（金）
までに
電話または右の予約専用
フォームで、事前予約を！

通常販売価格1本1760円

ストレッチ素材が関節にフィット、
丈夫で仕事やスポーツ時にも破れにくい

27

混雑を避けるため
フェア来場は予約優先です！

ギフトラッピング無料
馬油配合薬用ハンドクリーム
エニールハンドクリーム
（医薬部外品）

「リビングを見た」
で同商品を購入すると

（税込）

本でリフォームフェアを

心配です。家族の健康の

断熱が効いていない脱衣

ためにもぜひ気軽に相談

リクシルの人気バス・

２日間・各５台限定で特

を。居室の内窓設置リフ

【先着100人限定】 12月11日
（土）
まで

初回限定 １本プレゼントキャンペーン

受／ 9:00 ～ 17:00（年末年始除く）
住／北区植木町岩野45

【工事費込み】

開催します。

別価格。戸建て・マンシ

キッチン・洗面台などが、 室は、ヒートショックも

ョン両方対応ＯＫ。年明

来場時は事前予約がス

ォームもお得です。

ムーズ。さらに、公式Ｌ

ＩＮＥではココだけの耳

寄り情報を配信中です。

しっとり感や滑らかさを持続させます

10120・199・845

アイズリフォーム

16万5000 円～

けの工事に向けて、じっ

トリプル成分、ほか４種

W1800×H2000

※写真はすべてイメージです、工事保証あり

くり相談できますよ。

の植物エキス配合で、し

メーカー希望価格
25万3110円が

（ともに税込）

脱衣室の断熱パッ
クでお得に快適！

これから、さらに乾燥

あかぎれ、
ささくれ、爪のひび割れ…
手の乾燥ダメージには
“馬油”
が１番

が気になる季節。小まめ

っとりなめらか肌へ。

長い間、馬油を使った

な手洗い・消毒で、特に

手荒れがひどくなってい

し続けてきた同社の製品

こだわりアイテムを研究

本格的に悩

ませんか？

やニオイもなく、のびも

む前に、早め早めの保湿

良い、手・ひじ・かかと

群。馬油特有のべたつき

る 「リバテープ製薬」 が

に ま で 使 え る 優 れ モ ノ。

だからこそ、使用感も抜

自信をもってお届けする

ケアがオススメ。

「エニー ルハン ドクリ ー

肌へ導きます。ぜひお試

これ１本で全身つるすべ

創業１４０年を超え

ム」。肌なじみのよい馬

しあれ。

油と、お肌を柔らかくす

る尿素、ヒアルロン酸の

【工事費込み】
W700×H750

16万600円～

すっとなじんで潤いを与えます

リビング読者限定

ピアラ
W750

6万6000円～

●尿素…潤いと角質を整えてくれます
●ヒアルロン酸…肌内部の水分をキープ、

さらに！

【洗面化粧台】

Low-Eペアガラス
で気密性UP！

トリプル成分が手肌にアプローチ
●馬油…人の皮脂成分に近いため、手肌に

2本セット →特価

限定５台

限定５台【内窓】

検索←

税(込 )

【工事費込み】

冬の手荒れストップ。全身使える優れモノ
リバテープ製薬

出田実業グループ

メーカー希望価格101万5894円が

日（土）
・ 日（日）、リクシルショールーム。寒さが本格化する前に対策を！

月

16

13万2000円～（税込）

86万 6000円～（税込）

と試聴体験を（予約制）。

15

すき間からの寒気をシャットアウト！
【工事費込み・脱衣室の断熱パック】

メーカー希望価格137万8190円が
【工事費込み・浴室リフォーム単体価格】

月

月 日・ 日
「聞こえの相談会」
12

28

床 セルロースファイバー
ふきつけ

換気乾燥暖房機付き

アライズZタイプ 1616型

16

には、聞こえのプロであ

談できますよ。お気軽に。

分、日祝休

る認定補聴器技能者に相

知られるのが恥ずかしい

営業／午前９時～午後５

限定５台【バス】浴室まるごと保温仕様

馬油・尿素・ヒアルロン酸配合。薬用ハンドクリームの実力

1本40g入り・1日3回使用で約60日間分

11
27

シエラS I型 W2550

美容

イベント

ペアガラス
内窓設置

＋

15

寒さ知らずのあったかリフォームフェア

グラスウールで
天井 冷気を遮断

検索 ←

熊本

電話注文・予約はできな

いので、各店舗へ早めに

来店を。※税込

・下通店
☎096（352）
1251
・上通店
☎096（355）7141
・栄通セカンドサイト店 ☎096（359）6105
・JR上熊本駅店
☎096（342）4588
・ゆめタウンはません店 ☎096（370）5112
・イオン熊本嘉島店
☎096
（235）6780
・ゆめタウン光の森店 ☎096（213）5115
・イオン大津店
☎096
（293）
1315

「長年のご愛顧に加え、新たにリピートくださる方
も増えています」と社長 ※画像はイメージ、税込
京塚本店／東区京塚本町7-3

創業祭ケーキセット
今年も限定販売！

月

日（日）に開催。ケー

11

毎年恒例のＳＷＩＳＳ

創業祭が

～

キ４個１１００円のお得

なセットは、この３日間

だけの販売です！

定番の「ショートケー

28

検索 ←

スイス 熊本

12

補聴器を付けていると

なら、米国スターキー社

☎０９６（３２６）７７２６

〔中央区水道町7-16-1F〕

キ」や創業当時から変わ

池田補聴器

時

●
県営駐車場

耳の

白川

駕町通り

鶴屋東館

※サクラマチ店のみ

扌 池田補聴器 熊本店

製「 ミ ュ ー ズ ｉ Ｑ Ｉ Ｉ

水道町電停

ローソン

池田補聴器

●

Ｃ」がオススメ！

上通

●

形に合わせてフルオーダ

ーするからほぼ目立ちま

せ ん。 ３ Ｄ 立 体 音 響 で、

生音のような臨場感ある

聞こえが魅力。テレビや

まずは無料の聴力測定

電話もクリアです。

●

3

※1枚につき1個、
なくなり次第終了
R３.11.26～11.28限定

目立たない！ 驚きの小ささ

R3.11.24～12.25まで

肥後銀行
●

「プティマロン」プレゼント！扌 SWISS（スイス）
らない製法の「リキュー

甘くち醤油ダレにじっく

さらに、補聴器（Muse iQ1200以上）購入で

30

リキュールマロンのプティサイズ

健康

マスクケースプレゼント！

● 手取神社

今年で59年！SWISS創業祭

ケーキ４個セット購入時、クーポン持参で

ルマロン」など、人気商

り漬け込み。コリコリ食

リビング読者限定 COUPON

スイーツ

■SWISS ８店共通

品 を １ 箱 に 詰 め 合 わ せ。

１㎏半額３２４０円

感と濃厚な味わいで、箸

電話注文は京塚本店

が止まらない逸品です。

お歳暮にも活躍！

回「数の子たっぷ

19

■池田補聴器
クーポン持参で来店し、耳年齢測定をすると

通常価格から1万円引き！

8団体共通

京塚本店・サクラマチ店
JR熊本駅店・JR上熊本駅店

第

り！ 数の子松前漬」大特

☎096
（351）6508

へ。３２４０円以上の購

◦JR上熊本駅店

売会が絶賛開催中。１㎏

☎096
（355）6508

入で、熊本市内１カ所の

☎096
（328）
6508

◦JR熊本駅店

み自宅配達が無料です。

☎096
（381）6508

◦サクラマチ店 B1F

６４８０円相当が半額の

4店舗同時開催！
◦京塚本店

３２４０円（自宅用・袋

入 ）。 化 粧 箱 入 も １ 日

箱限定で３５００円で

す。この時期まとめ買い

北海道直送の大ぶり数

が多いのでお早めに…。

の子を、スルメと昆布の

旨みが凝縮された特製の

30

リビング読者限定 COUPON

食品

琴平通り
平成駅

サンリブシティ
●くまなん
公園

流通団地

旧LIXIL店舗 ●

●

会場／LIXIL
ショールーム熊本
平成けやき通り

会場／ LIXILショールーム熊本
住所／南区田迎1-9-10
時間／10:00 ～ 17:00
問合せ／アイズリフォーム
営 ／ 8:30 ～ 17:30、 第2・4
土曜、日祝日休
アイズリフォーム

検索←

10120・354・365

