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2022年2月12日

土曜日

2月12日（土）
・13日
（日）完成体感会。「子どもとのびのび暮らす夢」を叶える家

憧れの的に！ ヨーロッパ
製壁紙で高級インテリア

子育てに最適な住まい、
答えは 空気 にありました
綜合建設業 （株）
TAKEMATSU

く︑冬でも裸足で駆け回

が出にくく︑消臭効果も

れるほど︒子どもがのび

﹁塗り壁﹂
で︑森林浴

部屋の広さ︑水回りの

のびと暮らせる自慢の空

抜群です︒小国杉の無垢

使い勝手⁝もちろん大事

間です︒まずは体感会で

腸内環境がカギ！

コローレ

イタリア、
オランダ製

☎096（327）8774
営／10：00〜18:00、水曜休
住／南区富合町田尻55-1
（カインズ手前）

健康塗り壁の4SLDK

完成体感会

日時／2月12日（土）
・13日（日）10:00 〜 16:00
会場／合志市御代志駅近く（予約時案内します）

話題の
「スマートカーテン」
も要チェックです

熊本工務店

検索 ←

①パネルを貼った後は、職人による
手作業でウレタンを吹き付けて、
小さな隙間も徹底的に埋めます

熊本工務店が推奨して

気軽に問い合せを！

２/12
（土）
・13（日）
断熱構造見学会
ＭＡＰ

時間／10:00〜17:00【完全予約制】
上益城郡益城町馬水755-8
＊当日は案内看板を目印に！

【各日６組限定】コロナ対策の
ため、１組ずつの案内
【気密検査体験会も同時開催】
13日のみ実施されます
※スタッフのマスク着用、家の中
の換気・消毒等実施します

●当日の問合せ
☎090
（6542）
4984（野田）
【見学会予約・問合せ】

至グランメッセ
●

● JASS コスモス
28
●
●
●

235

ましきクリニック
耳鼻咽喉科

プレゼント！

※1家族1つ、R4.2.12・13の２日間限り

合志市御代志
分譲地

熊本銀行

商品券1000円分

【子育て世代に人気】

九州自動車道

熊本工務店

アンケート記入で、

左／専門業者を呼び
専用装置で気密測定

セブンイレブン

読者限定 COUPON

上／柱の上から断熱
パネルで、家全体を
すっぽり覆います

至健軍

費が抑えられ︑構造体の

今週末は﹁外張り断熱﹂

の実力が分かる見学会を

開催︒寒冷地の断熱基準

もクリアするハイレベル

いる﹁外張り断熱工法﹂︒ 劣化も防ぎます︒

構造体の柱と柱の間に断

熱材を敷き詰める一般的

な方法とは違い︑構造体

を丸ごとパネルで覆って

日 は︑

な性能を︑同社スタッフ

住宅の気密性を数値で測

が 説 明 し ま す︒

る検査体験会も実施︒

13

年中半袖で過ごせるくらい快適な室温

②この工法により、家中の隙間の総
面積が「名刺サイズの約半分」にまで
収まったお家も！（同社施工例の場合）
気密性を高めます︒外気

好に整えておくことも症

構造体を丸ごと断熱パネルで覆い、
外気の侵入口になる
壁や天井の「隙間」を最小限に！

の影響を寄せつけず︑空

状の軽減に役立ちます︒

「外張り断熱工法」

〜普通の断熱と、どう違うの？〜

調に頼らずに年中快適な

今年もスギ花粉が飛散

主に小腸で働く〝乳酸

熊本ではまだ施工数が
少ない、貴重な実例！

室温を保てるそう︒光熱

する時期の到来です︒ア

菌 シロタ株〟が︑１本に

４週間のお試しを

レルギー性の病気である

４００億個以上含まれて 〝４週間お試しプラン〟を

﹁熊本ヤクルト﹂では

て体に備わっている免疫

﹁花粉症﹂は︑花粉に対し

い る﹁ ヤ ク ル ト ４ ０ ０﹂ 実施中︒初めての申込み

に限り﹁ヤクルト４００﹂

が過剰に反応し︑花粉が

本・通常価格

％カット︶﹂︒主 ﹁ヤクルト４００ＬＴ﹂４

週間分︵

ロリー

に大腸で働く〝ビフィズ

２４０８円︶が１７２０

体内に入るとくしゃみや ﹁ヤクルト４００ＬＴ︵カ

ス菌 ＢＹ株〟が︑１本に

分︵

28

鼻水︑鼻づまり︑目のか

ゆみなど︑不快な症状が

２４円 ︶は２１６０円で

出てしまいます︒

試せます︒申込みは︑フ

本・通常価格３０

リーダイヤル︑ＨＰで受

円︒﹁ミルミルＳ﹂４週間

付中︒※荒尾・水俣・津

０１２０・２５・８９６０

１２０億個以上含まれる

ブル飲用が健康管理に役

用 や 医 療 機 関 の 治 療 で︑ 腸内環境を改善︒このダ

を防ぐほか︑市販薬の服

立ちます︒いずれもヤク

奈木地区は対象外︑税込

28

外出時はマスクやメガ

少しでも症状を軽くしま

ルトレディが届けてくれ

ネで体内への花粉の侵入 ﹁ミルミルＳ﹂︒２つの菌

しょう︒また︑日頃から

る宅配専用商品です︒

留守がちな人には「保冷ボックス」にお届け。
※時間帯や設置場所によっては、
貸出しがで
きない場合があります。詳細は問合せを

は生きたまま腸まで届き

栄養バランスの良い食事

1
貸出無料！
【保冷ボックス】

Instagram

まるで魔法瓶のような家、その実力を体感
（株）熊本工務店

30

MAP

今週末は構造見学会が益城町で開催！ 完全予約制です

検索 ←

を心掛け︑腸内環境を良

「ヤクルト400」
「ヤクルト400LT」
１本 86 円。「ミルミルＳ」１本108 円
※いずれも宅配専用（宅配料無料）

ブラインドとカーテンの良いトコどり！

【体感予約・問合せ】 ☎096
（273）
6228
※当日の連絡は ⇒ ☎090（2511）3515

２つの菌のダブル飲用がおすすめ

熊本ヤクルト

目にするだけで気分が上がる…
そんな空間にできたら最高ですよ
ね。インテリア専門店「コローレ」
なら、高級感あふれるカーテンか
ら、
イタリアやオランダの輸入クロ
スまで豊富。
リビングのアクセント
や子ども部屋の部分使いに最適。
DIY用に、
クロス購入だけもぜひ。

輸入クロスでお部屋の雰囲気一新

「ヤクルト400」
「ミルミルS」4週間お試し
熊本ヤクルト

corolle

検索←

熊本

さながらの空気感へ

です︒でも﹁タケマツ﹂が

実感を︒個別対応なので

各10セット限定

材の床はふんわり温か

一番大切にしているのは

予約がオススメです︒

中性電解除菌機能水

「友喜αトリノ水」進呈

る〟こと︒今回は︑そん

ボディ石鹸「きらら」or

〝みんなが健康に暮らせ

「リビングを見た」の予約で
マシュマロ泡で汚れを落とす

な夫婦の願いを叶える住

﹁健康塗り壁 友喜のし

まいの完成体感会です︒

るし﹂という化石サンゴ

の塗り壁で室内を自然環

境に近づけ︑深い森の奥

の よ う な 澄 ん だ 空 気 に︒

調湿性に優れカビや結露

読者限定 特典

タケマツ

●

現地

☎０９６
（242）
1021

（株）
熊本工務店
（合志市御代志854）8:00 〜17:00、
水曜休

