リビング読者だけのお得を集めました！
タカラ システムバス
ミーナ
1坪（戸建用）

施 工 で︑﹁ 見 違 え る ほ ど

キレイになった﹂と仕上

がり満足度も抜群です︒

時︑無休

営業／午前８時〜午後６

褪せ⁝︒塗り替え費用を

住所／東区画図町下無田

屋根や外壁の汚れ・色

抑えたいなら︑同社に相

０１２０・８８・７３４３

１４３２ノ

自社直売で︑仲介業者

談してみてください！

や二次業者を介さない分

低価格に︒そのうえ住宅

同社は住宅５軒分、足場を所有しているため
サービスが可能です

玄housing

﹁この予算でここまでで

人も︑同社で話をすると

を組むのは不安﹂という

を理由に﹁高額なローン

る﹁玄ハウジング﹂
︒年齢

棟１棟丁寧に建ててくれ

も親身に寄り添って︑１

予算や土地の問題など

Ｗ遮熱＆Ｗ断熱︑ペア

和室の広さも十分です︒

さんと思いきり遊ぶのに

がる仕掛けも満載︒お孫

関タイルなど︑気分が上

ドグラスやオシャレな玄

ルな間取りの中︑ステン

した︒無駄のないシンプ

て使いやすさを重視しま

く住み続けることを考え

リビング読者限定

トートバッグプレゼント！
※1家族に1つ、R4.1.22・23限定

至熊本市

検索 ←

【Oさん邸 完成見学会】
in御船町 ＊予約優先
日程／1月22日
（土）
・23日
（日）
時間／10:00 〜 17:00
こだわりポイント
●建物約22坪・2LDK
●寝室からトイレ、脱衣室、浴室
まで一直線で楽々の生活動線
リビングか
●引戸を全開にすれば、
ら和室まで20帖以上の広々空間に
●ウォークインクローゼットや屋
外収納などスペース充実

コストコ
●
カーショップ
ミフネ
船
川
●
445
● 小坂
小学校

御船IC

九
州
自
動
車
道

来場時に
「リビングを見た」
と伝え
アンケートに記入すると

老後を考えて〝快適さ〟第一の住まいへ
﹁息子が孫を連れてくるのが楽しみ！﹂

きるなんて！﹂と楽しん

ガラスも標準装備︒基準

で家づくりを考えられる

10120・737・031

O
より２ランク上の強い基

世安交差点

と評判です︒

肥後銀行 ●

礎︑剛床工法＋ダイライ

3

御船町で公開される

タカラ熊本 ● ● レクサス
ショールーム

会場／タカラスタンダード 熊本ショー
ルーム（中央区世安町356-1）
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
営 ／ 9:00 〜 18:00、 第2・4土 曜、
日祝日休 ※写真はイメージ
たいでんトラスト
検索←

魅力︑違いにぜひ注目を︒

至熊本市街
ニッポン
レンタカー
● ● エネオス

ト工法で地震に強いのも

年︑長

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

さんの家もその一つ︒プ

〜

施工例は←

同社工務の堀田さん

玄housing

ロヴァンス風の平屋２Ｌ

【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

「手抜き工事は許しません！
職人会社におまかせください」

50代の家づくり。
老後を快適に暮らす平屋

40

32万7800円〜

13

1月22日（土）・23日
（日）限定 完成見学会 in 御船町

住まい

30

マンション用システムバス 0.75坪

1

平米単価で計算！
●外壁塗装 ●屋根塗装
●鉄板塗装 ●防水塗装
※一般的な戸建て住宅（2
階建て）の場合、作業終
了まで約7日〜 14日程度

ＤＫ︒老後

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

５軒分の足場を所有して

い い か 分 か ら な い ﹂﹁ マ

41万2500円〜

いるため︑足場代も無料︒

ンションの工期は？﹂﹁配

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！

【見積もり・相談無料】

検索←

福吉建設工業

可愛らしいプロヴァンス風の外観もステキ ※パース

活かした〝マグネット収

日︵土︶
・ 日︵日︶戸建て・マンション相談会

23

（株）福吉建設工業

R4.1.19 〜 2.19まで

純粋な塗装作業料で見積

月

納〟ができることでも話

岱電トラストグッドホーム

見積・工事・アフターまで丁寧
地域のリフォーム専門店

22

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〜

至水前寺

※1家族1セット、
R4.1. 22・23（2日間）

管工事は必要？﹂など何

2本セット プレゼント

題︒ホーローの艶やかな

オリジナルボールペン

今回はパナソニックの

「リビングを見た」で
相談会で見積を依頼した人に

でも気兼ねなく質問を︒

リビング読者限定

質感による高級感やエレ

低金利リフォームクレジット、各種カード、
ＰａｙＰａｙ支払いできます（利用条件あり）

ガントさも︑リフォーム

税込・標準工事費込み

・アクリル人造大理石
・2WAYカウンター
・ハイバックカウンター
・三面鏡 ・LED照明
・扉カラー 8色

年人気のタカラ製品︒水

垢・油汚れ・臭いに強く

基本工事費目安
︵税込︶

タカラ 洗面台
ファミーユ 75㎝

シンプルプラン

1

バス・キッチンの基本工事費目安はこちら

・3口ガスコンロ ・扉カラー 35色
シンプル ・ソフトクローズ
プラン ・アクリル人造大理石
（シンク＆カウンター）

22万8000円

23

日

ページへ︒

（税込）※キッチンパネルは別途

相談会も同日開催︒詳し

くは

52万円

世代に選ばれる秘密で

す︒当日は﹁何を選べば

タカラ システムキッチン リフィット W2550

日︵ 土 ︶・

掃除がラクなうえ︑最近

14

１月

︵日︶は︑岱電トラスト新

は磁石にくっつく性質を

・3口ガスコンロ ・扉カラー 7色
シンプル ・ソフトクローズ
プラン ・アクリル人造大理石
（シンク＆カウンター）

﹁高品位ホーロー﹂が長

58万円

W2550

（税込）※キッチンパネルは別途

年最初の水回り相談会！

タカラ システムキッチン エーデル

22

足場組立と駐車場・塀の
高圧洗浄サービス
年以上の一級技能士の

浴室パネルはお手入
れ簡単「ホーロークリ
ーンパネル」です！

仲介なし。
塗装屋に直接相談を

「リビングを見た」
で
成約特典として、施工時

20

＜12＞

塗装

リビング読者限定

をしてくれます︒職人歴

シンプルプラン
・シャワーフック
・ハンドバー
・壁柄12色

土曜日

足場代無料︒熟練
の職人が責任施工

55万円

（税込）

話題のマグネット収納も叶う！

タカラで快 適﹁ 新春リフォームフェア﹂

リフォーム

【NEWモデル】 NEW

2022年1月22日

現地

●

御

● 肥後
観光バス

●
モンパリ

会場／上益城郡御船町大字陣
1988-4
※当日は案内看板を目印に
来場を！
見学予約・問い合わせ

1 0120・44・39・88

