リビング読者だけのお得を集めました！
くらしのドクターで新年の準備

お家の電気設備全般を

九州電設

無料点検します！

※エリアは熊本市内・合志・菊陽・大津・益城
Ｒ3.12.8〜先着20組まで

500円オフ！

ングケアには最適な美容

ハリ︑ツヤを与えエイジ

﹁ＨＢＴ美容液化粧水︵１２５㎖︶﹂税込２７５０円

馬プラセンタ高配合

液化粧水です︒購入は左

記各店舗へ︒今ならクー

ポン利用でお得に！

でこの価格は驚き！

国内屈指の馬プラセン

タを原料から製造する肌

美和︵株︶とハビタが共同

開発した︑エイジングケ

アに特化したスキンケア

が登場しました︒

北海道の有名牧場﹁ノ

ーザンファーム﹂のサラ

ブレッドの胎盤から独自

自分の目で確認で
きるから安心・確実

住宅検査を行う﹁太陽

技研﹂では︑ドローンを

使った〝家の健康診断〟を

実施中です︒屋根や太陽

光パネル︑外壁を撮影し︑

映像を一緒に見て︑修理

する場所を確認できま

判断材料として◎︒撮影

スタッフはドローン指導

員も務め︑免許も所持し

ているため安心ですよ︒

ホームズ

営／ 8:00〜18:00、無休

☎096
（214）
0489

水回り

検索 ←

通常
万２１００円↓
９ 万７９００ 円︵税込︶

23

ＴＯＴＯ超節水便器﹁ピュアレストＱＲ﹂＋
ＴＯＴＯウォシュレット︵脱臭機能付︶

今回は︑ＴＯＴＯのウォ

出張・見積もりは無料

シュレット付！

︵標準取付工事費・廃材処分の費用込み︶ ※イメージ

ウォシュレット付で
この価格！

営業／午前８時〜午後８時

※税込

です︒早めの問合せを︒

︑無休

圧倒的な節水力で︑国

住所／西区新土河原２ノ

50

内でもトップクラスの販

売台数を誇る︑ＴＯＴＯ

０１２０・３１１０・４２

ウォシュレット付です！

４ノ

LINE↓

超節水便器﹁ピュアレス

マグロショーは随時開
催！ 詳細の日程・時
間 はHPか 電 話 で の 問
合せを

ト Ｑ Ｒ ﹂︒ ５ 台 限 定 で 驚

掃除のラクさを追及し

1

☎096
（248）0030
【本マグロ解体ショー】

きの特別価格です︒

たデザインも人気のポイ

341

ント︒凹凸を削ぎ落した

●

● GS

至光の森

熊本

R3.12.8〜12.31まで

住所／合志市竹迫2264-1
営業／９:00〜19:00、1/1休
至大津

志来菜彩

●

総合センター
ヴィ ―
ブル

至旭志 ● 合志
市役所
49

●
ヒライ

住／東区佐土原2-1-5

☎090
（9793）
1664

ホームズ

プレゼント！

形で︑便器ふち裏もない

育」への活用も◎
※イメージ
至カントリーパーク

プレゼント！

す︒映像は自分のカメラ

います。お子さんの「食

※なくなり次第終了、
クーポン持参
※１枚で1つ 引換期間 Ｒ3.12.10〜12.12

トイレットペーパーホルダー

からサッとひと拭き︑キ

で何度も収穫できちゃ

上手に育てれば春先ま

●

熊本県ドローン技術振興協会 会員

無人航空機飛行許可 阪空運 第12966号 阪空検 第5171号

工事・処分費込で9万7900円！

「リビングを見た」で

レイが続きます︒なんと

「アンビー熊本」内にあ
る「志来菜彩」
。お菓子
に お 酒 な ど …、 た く さ
んの商品がそろいます！

気 軽 に 育 て ら れ ま す。

日本たばこ
産業

検索 ←

昨年の人気商品が今年
ポットだから家の中で

分解できる消しゴム!?
「干支消しゴム トラ」

熊本

リフォーム

ピュアレストQRを成約すると

一鉢2200円〜
（税込）
も登場！

■合志物産館 志来菜彩

で撮って保存ＯＫ︒築年

年後の

「わたしの、いちご」

太陽技研

リビング読者限定

ご」

いち
しの、
イチオシ！「わた

熊本の銘品・逸品が
勢ぞろい！

来年はトラ年！

数が経った人はもちろ

鮮野菜を使った鍋がオス

ん︑新築の人も

広い館内には

スメ︒身体の芯からポカ

ポカ温まりすよ︒

旬のものがぎっしり

本マグロ解体ショー

同館へ来たら﹁本マグ

野菜や果物の品質と安

ロ 解 体 シ ョ ー﹂ は 必 見︒

は見るべき！

商品のみが店頭に並ぶか

間近で迫力満点のさばく

全さに定評がある﹁志来

ら︒生産者の顔も分かる

様子が見られます︒新鮮

菜 彩 ﹂︒ 理 由 は 厳 し い 検

ので︑お気に入りの生産

な本マグロはその場で販

査を徹底し︑クリアした

者が育てた野菜や果物を

売︒始まりの合図を聞き

逃しなく！

リピートで買えちゃうの

これからの時期は︑新

も魅力のひとつです︒

ドローン診断のメリット！

大きな「本マグロ」は大
人３人でようやく持ち
上がる大きさで、迫力
満点ですよ！

（有）太陽技研 BEE'S EYE
（ビーズ アイ）

R3.12.8〜12.31まで

●人が見ただけでは分からない
異常をすぐに探知できる
●足場を組む必要がないから
スピーディーかつ低コスト！
●映像を自分の目で確認して、
記録として残せる

おうちで育てる手のひら畑

屋根・太陽光パネル等の診断！

家の健康診断に申し込むと

通常1万1000円〜が
初回限定5500円に！

10

12月10日（金）
11:00 〜
天草産100kg級
本マグロ解体！

リビング読者限定 COUPON

の技術で抽出した馬プラ

人もの電気

合志物産館 志来菜彩

検索←

住まい

「リビングを見た」で、

合志市

検索 ←

ハビタ美肌研究所

リビング読者限定

年末もおいしいものは
「志来菜彩」
で！
しきさいさい

habita（ハビタ）

ハビタ全店で取扱中
ハビタ サクラマチ店、イオンモール熊
本店、ゆめタウン（光の森店・サンピア
ン店・はません店・大江店）
、宇土シテ
ィ店、菊陽店、植木店
問合せ／ハビタ本社
☎096
（377）2177
南区流通団地1-44-2

生産者が丹精込めて育てた、新鮮な野菜・果物が並びます

食品

センタ︒これを主成分と

し︑保湿はもちろん豊富

なアミノ酸を含み︑肌へ

●くらしのドクター 社員数１０６人中 人が
電気工事士である﹁九州電設﹂の事業部︒プロの技
術力で一般家庭の電気の困りごとに幅広く対応し
てくれます ※イメージキャラクターのクラッシー君

年の同社︒

工事士が在籍し︑熊本県

94

＜18＞

しっとり保湿を極めました

HBT美容液化粧水（税込2750円）購入時、
クーポン提示で
※ほかの特典との併用はできません
R３.12.８〜12.31まで

94

土曜日

美容

■habita(ハビタ)

検索←

小さな不便や不具
合を解決します！
ブライト企業にも認定︒

営業／午前９時〜午後６

※リフォーム、オール電化工事に
も対応 ※価格は税込

時︑日曜休

（電球・器具の交換）
LED照明
7150円〜
コンセント…… 4950円〜
スイッチ………4950円〜
ＴVアンテナ… 7150円〜 他

くらしのドクター

帰省する子どもや孫を

０１２０・４２５・３３２

1

「くらしのドクター」工事例

迎 え る 準 備 を！ ﹁ く ら

しのドクター﹂なら小さ

な工事からリフォームま

でお任せ︒古くなったコ

ンセントやスイッチの交

換︑節電効果のあるＬＥ

Ｄへの交換も︑部屋が明

るくなり見違えます︒Ｔ

Ｖの映りが悪い場合はア

ンテナ修理で解決︒

地域に密着した創業
37

リビング読者限定 COUPON

住まい

リビング読者限定
「リビングを見た」で電話予約

2021年12月11日

