リビング読者だけのお得を集めました！
リフォーム

ピュアレストQR６万9800円

「リビングを見た」で
ピュアレストQRを成約すると

ペーパーホルダーを
無料プレゼント！

ウォーターワークスジャパン

「大島紬」
の魅力に触れよう！

洋装やストール、小物類

り直接商品を搬入するた

日本三大紬として有名

め、お求めやすい価格も

な、奄美大島の「大島紬」。 などを多数展示。産地よ

精緻な絣（かすり）柄と泥

魅力のひとつです。

A.国土交通省指定の民間車検場のため、お店で
検査がすぐにできるからです。さらに国家整備
士が13人いるので、すぐに対応できます！

Q.コクピットF-1が安くできるのはなぜ？
A.創業37年・累計車検台数6万2000台（1/13現
在）の実績の中で、スムーズに検査をするシステ
ムができたからです！
◎ハイブリッド車、輸入車、車検切れ、
バイクもＯＫ
◎お支払いは各社カード、ローンすべてＯＫ
◎引き取り・納車も気軽に相談を

さらに1000円引き！扌
R4.1.19～1.31まで

● 日産プリンス

国体道路
至県庁 ● 洋服の青山

● 日赤

●

上江津湖

車検orタイヤ4本購入すると、通常から

ロイヤル
ホスト ●

● 王将

江津店

来店時にクーポンの提示で

西日本 ●
チケット

●
ベスト電器

出水ふれあい通り

リビング読者限定 COUPON
■コクピットF-1 新南部本店・江津店

コクピットＦ-1
本店 ●

ゆめタウンはません●
浜線バイパス

マクドナルド

至熊本ＩＣ

検索 ←

染めは日本が誇る伝統工

てくれ、大島紬と帯との

Q.予約不要・スピーディーなのはどうして？

北バイパス

積もり無料、まずは気軽

にスタッフへ相談を。

https://farm-post.com ファームポスト

芸です。その大島紬の産

コーディネートも提案し

●

すぐに車検をしたい・安くしたい・
安心して乗りたいを叶えます！

分と驚き

た、国指定の民間車検場

なので、最短
40

師走、正月とバタバタ

しているうちに、車検が

価格説明も丁寧で、納

の速さで終わりますよ。

得してから始めてくれる

目の前に迫ってた…、そ

ので安心。女性ひとりで

んな人に朗報です！

１な
-

住／中央区手取本町1-1
営／月～金曜 8:30 ～ 17:15、土日祝休

また、織元の職人が作

ます。２００点以上もの

てくれます。鑑賞目的で

3万9800円⇒ 3万8800円

コクピットＦ

Google
Play

検索 ←

コクピットＦ-1

自賠責保険、重量税、車検料、消費税すべて込み！
※消耗部品等の交換や追加整備がなければ、
追加料金は一切なし
ら、車検満了日がギリギ

App
Store

詳細はHPを↓

地織元９社が集まり、新

大島紬を一堂に見られる

も気軽に来場を。着物を

コクピットF-1

軽自動車の車検限定

も行きやすいと好評で

☎096
（328）
2410

☎099
（202）0648

クーポン利用がお得

す。さらに両店ともキッ

熊本市農水局 農政部 農水ブランド戦略室

品について丁寧に説明し

のは、熊本ではこの展示

坪井川

国土交通省指定民間車検場

◦道の駅 すいかの里 植木 ◦道の駅 宇土マリーナ おこしき館
◦熊本市城南地域物産館 火の君マルシェ ◦吉次園直売店
◦you+youくまもと農畜産物市場
◦JAかもとファーマーズマーケット夢大地館
……more

●問合せ

作の展示販売会を開催し

会のみ。年に一度の貴重

で、お持ちの人は着物で

着る良い機会にもなるの

展示会では丹精込めて

な機会です。

行幸坂

熊本城・
市役所前
電停

●

➡アプリのダウンロードはこちら

問／鹿児島県絹織物工業組合
（株）中川内
受／ 9:00 ～ 17:00、土日祝休

通町筋
熊本
市役所 電停

車検を安く、
予約なしですぐできる店！

リでも大丈夫。予約不要

扌

熊本城

車検でムダな出費していませんか？

車検

ズスペースが充実、お子

■直売所アプリ「ファームポスト」
萌の里・you＋you・火の君マルシェの
いずれかで
「ファームポスト」
の会員登録で進呈

●熊本ホテル
キャッスル

※当選者の発表は発送をもって代えます
Ｒ4.1.25～1.30まで

で、その日に行って車検

リビング読者限定 COUPON

●
加藤
神社

大島紬製品を
プレゼント！

さんと遊んでいる間に完

共通時間／ 9:00 ～ 16:00（予定）

南阿蘇の玄関口・俵山にある直
売所。採れたての新鮮野菜や特
産品、手づくりの総菜や饅頭な
ども販売。迂回ルートを通らず
に正規ルートで来店できるよう
になりました！
住／阿蘇郡西原村小森2115-3 営／ 9:30 ～ 17:30、不定休
☎096（292）2211

会場住所／中央区千葉城町3-35
※駐車スペースが限られるので公
共交通機関を利用ください

● 熊本県伝統工芸館

来場者の中から抽選で10人に

をしてもらえます。理由

◦俵山交流館 萌の里

熊本市南区城南町坂野65-1

リビング読者限定

了するのも魅力です。見

営／ 9:30 ～ 17:00、日曜休

◦日程／ 1月25日（火）～ 30日（日）
◦時間／ 9:30 ～ 17:30
（最終日は～ 16:30）
◦場所／熊本県伝統工芸館 1階展示室
◦入場料／無料

は、車検検査員がすぐに

住／南区御幸笛田4-1-1
☎096（334）3110

第10回【大島紬 匠の技展】

対応してくれるから。ま

熊本市北区高平2-25-57

※1人１個 R4.1.19～1.31まで

生産者へ
「おいしかった」

ゆめタウン（はません店・光の
森店・大江店）、ゆめマート（帯
山店・龍田店）、マックスバリ
ュ（西熊本店・新託麻店・内坪
井店・新戸島店）で販売中。

❷日程／ 1月24日
（月）～ 30日
（日）
場所／ you+you
くまもと農畜産物市場

採れたて農産物の
ミニプレゼント

などのメッセージも送れ

るので、地元生産者を応

「ファームポスト」に

援できますね！

は、現在８団体の直売所

が参加しています（＝下

記 参 照 ）。 今 後 も 参 加 店

や生産者がどんどん増え

る予定です。下記の二次

元コードからダウンロー

ド＆会員登録を。

◦JA熊本市農産物直販部会

織 ら れ た 新 柄 を は じ め、 足を運んでみては！

ャンペーン情報などを教

登録キャンペーン

現在の「ファームポスト」参加店舗

❶日程／ 1月19日
（水）～ 23日
（日）
場所／俵山交流館 萌の里

❸日程／ 1月31日
（月）
場所／熊本市城南地域物産館
火の君マルシェ

本場大島紬を証明する商標登録が「証紙」（右写真下）と呼ばれるもので、
鹿児島市で作られたものには「旗印」の証紙が張られます

１月は近くの直売所へ行こう！ ３会場でアプリ登録キャンペーンを開催

えてくれます。スマホに

登録方法が分からない

という人は直売所で行わ

※下記のクーポンを持参ください

熊本市 農水ブランド戦略室

直売所に行ったのに

冬 野 菜 が お い し い 時 期、直 売 所 を
便利に活用できるアプリです！

「欲しかった野菜が買え

なかった」…そんな不便 “今日の採れたて”情報が

登録者からは「色んな

へ。とくに１月は３つの

届くイメージです。

会場で行われ、農産物の

を解決してくれるのがス

認できる」などの嬉しい

すると、お気に入りの生 「 欲 し い 商 品 の 入 荷 が 確

マホアプリ「ファームポ

声が届いています。また、 プレゼントもあります。

直売所の情報が分かる」 れ る 登 録 キ ャ ン ペ ー ン

産者の入荷情報や、近く

スト」です。会員登録を

の直売所の入荷状況、キ

直売所の旬情報がスマホに届く！

●直売所アプリ「ファームポスト」

直売所の情報が届くだけでなく、お気に入りの生産者
へメッセージを送れます（画像はパンフレット）

各直売所でスタッフがアプリの登録方法
を教えてくれます。登録者にはプレゼン
トがありますよ！

スタッフが丁寧にレクチャー！
買い物ついでに登録も

産地織元９社による大島紬展示販売会
大島紬は、洋装の作品や日常使いができる
ストールなど種類も豊富です

【５台限定】ＴＯＴＯ ピュアレストＱＲ

通常 万２１３０円→６万９８００円（税込）

出張点検・見積無料。水

回りトラブルも気軽に相

撤去・工事費込み、手洗い付きタンクタイプも
あります ※写真はイメージ

15

アプリ

登録キャンペーン

＜8＞

主催／鹿児島県絹織物工業組合 後援／鹿児島県・鹿児島市

ＴＯＴＯ人気トイレ
工事費込みで大特価
談ください。

時、無休

営業／午前８時～午後８

フォームは、スピーディ

住所／南区富合町榎津２

古くなったトイレのリ

ーな対応が評判の「ウォ

０１２０・６２３・１２３

トイレ詰まりなど水回りの
トラブルにも迅速対応！

６５ノ１

ＴＯＴ

1

ーターワークスジャパ

ン」にお任せ！

Ｏの節水トイレ、ピュア

万２１３０円のとこ

レストＱＲがお得。通常

ろ、税込６万９８００円

（撤去・工事費込み）に。

万 円 で す。

和式から洋式へのリフォ

ームは別途
10

15

検索 ←

ウォーターワークスジャパン

先着5人、無くなり次第終了

土曜日

1月25日～30日まで伝統工芸館で開催されます！

イベント

ス
パ
イ
バ
東

リビング読者限定

2022年1月22日

HPにもお得な
割引あり！

ドラッグイレブン
●

東バイパス
●
マルショク

交番
●

新南部本店

江津店

住／東区新南部4-7-37

住／東区江津2-28-23

☎096
（387）
2400 ☎096
（366）
7100

両店営業
9:00～19:00
日曜祝日も
ＯＫです

