リビング読者だけのお得を集めました！
寺社管理 国府の屋外納骨堂

「リビングを見た」で成約すると
もれなく

和田かまぼこ店の

（有）鳳凰石材

詰合せをプレゼント

ほうおうせきざい

Ｒ4.2.23〜3.9まで

車のトータルケアショップ
車検本舗R3

するので︑忙しくて時間

がない人にピッタリ︵部

品交換・追加整備なしの

※クレジットカードでの支払いＯＫ

スピーディーで
お得な車検なら！

（〜2000kg）6万6600円
・大型乗用車

場 合 ︶︒ 今 な ら ク ー ポ ン

（〜1500kg）5万6600円
・中型乗用車

年度末は車検予約が混

3万6600円

月

２

岱電トラストグッドホームは
徹底した工期厳守
安心のアフターフォロー
熊本県マンション管理組合
連合会賛助会員

ホームページで
豊富な施工例を
チェック！

「リビングを見た」で
相談会で見積を依頼した人に

オリジナルボールペン

2本セット プレゼント

※1家族1セット、R4.2.26・27
（2日間）

TSUTAYA ●

平成さくら通り

平成けやき通り

・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

戸建用システムバス 1坪

41万2500円〜

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
マンション用システムバス 0.75坪

32万7800円〜
琴平通り

サンリブシティ
●くまなん

●

会場／LIXIL
ショールーム熊本
●もち吉

【基本工事費に含まれます】

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〜

平成駅

公園
流通団地

岱電トラストグッドホーム

住／中央区黒髪2-40-1
（熊本大学附属図書館南棟2階）

リビング読者限定

が良い洗面台﹁ピアラ﹂を

{sc-kuma@ouj.ac.jp

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） ※写真はイメージ

日
︵日︶
の相談会で詳し

受付／ 10:00 〜 16:00、月曜・祝日・臨時閉所日を除く

18万9000円（税込）
◎ひろびろボウル
◎くるくる水栓
◎扉裏ポケット

当日は工務担当者も常

☎096（341）0860

商品価格＋標準工事費

平成大通り

個別相談予約・問合せ／放送大学熊本学習センター

超お得

バス・キッチンの
基本工事費目安
︵税込︶

を楽しむ・大学卒業など

●資料を無料配布中です。気軽に問合せを

LIXIL 洗面台
ピアラ 75㎝
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ピックアップ︒

10

も気軽に相談できます︒

代まで全国

90

卒業生 万人の実績︒認定心理士・
大卒等の資格も取得できます

10

代から

授業はＢＳ放送やネッ

トで配信︒心理学・福祉・

様々な目的で学べます︒

経済・歴史・文学などト

万人が学ぶ﹁放送

１科目から学べて授業料

ップクラスの教員・講師

で約

は１科目︵２単位︶１万１

による科目が︑約３００

大学﹂
︒入学試験がなく︑

０００円︒半年だけの在

日ま

学から︑大学卒業︵学位

出願期間は３月

〜 R4.3.15まで

と豊富にそろいます︒

放送大学オリジナルグッズ
をプレゼント

15

取得︶を目指すこともで

「リビングを見た」で個別相談を予約すると

でと︑締切間近︒詳細は

リビング読者限定

き︑卒業にかかる学費も︑

資料請求↑

ＨＰ・電話で問合せを︒

個別相談（要電話予約）も随時受付中
募集要項・
まずは気軽に資料請求を

国立大学の約３分の１と

３月15日（火）まで！

魅力的︒資格取得・学び

2022年４月生の募集は

シンプルプラン

﹁主婦目線で人気のラ

❹ １科目・半年〜の在学で学べます

◎サーモスバスＳ
◎まる洗いカウンター
（ワイド）
◎天井換気扇
◎エコアクアシャワー
◎スライドフック付
握りバー

く聞いてみませんか？

（税込）

46万9000円

﹁責任をもって対応します！﹂
頼れる地域のリフォーム専門店

希望小売価格
125万1360円

4 年以上在学・124 単位取得で学士の学位を
取得できます。認定心理士など資格取得に対
応した科目も開設

10

グ・内窓︑屋根・壁塗装

Ｚタイプ 1坪

イ ン を 選 び ま し た ﹂ と︑ 駐︒クロス・フローリン

LIXILシステムバスルーム アライズ



❸ 大学卒業（学位取得）や資格取得を目指せます
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◎スキットシンク
◎3口ガスコンロ
◎扉カラー 27色から選べます

デ ザ イ ン 性・ 機 能 性・ 体価格をコスパ良く抑え

OFF

工事︑エクステリアなど

62.5％

今回は︑
広々シンクの﹁シ

からいつでも受講できます
BS 放送ほか、インターネットならいつでもど
こでも視聴可能。学習センター・サテライトス
ペースでも授業を放送しています

エラ﹂
・掃除がラクなバ

❷ テレビはもちろん、スマホ・パソコン

られる分︑便利なオプシ

シンプル
プラン

・使い勝手
日
︵土︶
・ ス﹁アライズ﹂

15 歳以上なら書類選考のみで入学できます

46万9000円（税込）

ョンを足せる必見のメー

OFF

❶ 学力試験なしで入学できます

LIXIL システムキッチン シエラ 255㎝
希望小売価格 101万5894円

耐久性に優れていなが

53.8％

ら︑良心価格と名高い業

検索 ←

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！

カーです︒
２月

今回の相談会おすすめ3選

学位取得・キャリアアップ・生涯学習

直接講義を受ける面接授業や学生同士の交流も！

日︵土︶・ 日︵日︶の相談会で︑戸建て・マンションの暮らしをワンランクアップ

26

界大手の﹁リクシル﹂︒本

放送大学

テレビ・ネットで学べる正規の大学です

❻ 全国の「学習センター」が学びをサポート

リクシル﹁春の水回りリフォームフェア﹂

が必要な時は︑知識と経

屋根・外壁・白アリ、
相談だけでも気軽に
☑築15年を超えて、初めての建物診断
☑どんな業者を頼ればいいか分からない
☑他社も検討中だが、相見積をとりたい

放送大学熊本学習センター

授業料はテキスト費込み。入学料を含めリー
ズナブルな費用で学べます

（343）
7891【ＱＲからＨＰへ】
☎ 096

リフォーム

放送大学 2022年４月入学生を募集中！

❺ 負担のすくない授業料

国道３号線沿い、室園交差点そば。緑の看板が目印
住／北区室園町1-66
（くまもと成城病院前）
営／8:00 〜 19:00 、不定休、Ｐあり

27

申込締切は３月15日（火）。資料請求無料、個別相談実施中

人気の心理学や豊富な外国語講座など、300
以上の多彩な科目がそろいます

車検本舗R3

検索←

※画像はホームページの一部

験豊富な職員が︑適正価

の職人ネットワークをも

雨水による屋根・壁の

格で見積から工事の提案

つ﹁熊本県建物環境改善

外側のダメージと︑シロ

ま で 行 っ て く れ ま す よ︒

協会﹂が実施︒もし修繕

アリ被害による内側から

相見積もぜひ︒

10

・軽自動車（自家用）

（〜1000kg）4万7600円
・小型乗用車

み合う時期︒そんな時は︑ 利用でお得ですよ︒

﹁ 早 く て 丁 寧︑ 低 価 格 で

安心﹂と評判の同店へ！

国家資格を持つ整備士

が常駐しており︑整備が

必要な所を分かりやすく

説明してくれるので︑車

に詳しくない人でも安心

です︒しかも︑代車の手

配や見積もりは無料︒朝

入庫すると夕方には完了

検索←

棟限定︒
あなたの
家は大丈夫？

のダメージで︑住まいの

教育

劣化は早まります︒大切

なわが家に長く住むため

に︑こまめな状態チェッ

棟限定︑無料建物診断

クは欠かせません︒先着

を受けてみませんか？

業種以上

塗 装︑ シ ロ ア リ 防 除︑

瓦︑内装⁝︒

電話／ 9:00 〜 17:00 、
日曜休
住所／中央区神水1-8-8
フォレストビル5階

33

熊本県建物環境改善協会

先着10棟限定

1 0120・223・279

6055

クーポン使用での車検料金（税込）

＜16＞

軽自動車は車検3万6600円

通常価格から 4400円割引
＋ 不織布マスク（10枚入）プレゼント

40

（一社）熊本県建物環境改善協会

日用品 をプレゼント

【無料建物診断】

6

橋稲荷近く︑東区上南部

の納骨堂も案内可能で

す︒﹁ お 墓 の こ と な ら な

営 業 ／午 前 ８ 時 〜 午 後 ６

んでも相談ください！﹂︒

「リビングを見た」で無料見積を
依頼すると、診断日当日に

※対象は築8年以上・4階建
以下。木造・コンクリ造りOK

1

屋根・白アリ・瓦など無料見積

塗装や修繕を検討中の人に！

28

15
53

土曜日

車検

クーポン持参で

※税込、
1枚で1台 R4.2.23 〜３. 31まで

住まい

リビング読者限定

10

検索←
︻概要︼所在地／中央区国府４︲７︲ ︑今回販売数
／ 室︵ 室 個入 間口 ㎝×奥行 ㎝︶︑税込 万
︑経営主体／
円〜 万円︵永代使用料・管理料込み︶
閣雲寺 ※駐車場完備・宗派は問いません

万円〜
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■車検本舗R3

さらに現金払いで Ｔポイント３倍！
（通常100円毎に１ポイント）

永代使用料・管理費

込みで

終活のなかでも関心の

〔中央区国府4-7-55〕

高い〝お墓問題〟︒その良

● 閣雲寺

市立 ●
体育館

時︑不定休

セブン
イレブン

ＷＡＳＨ ● 国府高校
ハウス
一畳屋 ●
● ● ベルミック
八王寺通り
● ● 水前寺 ●
いた炉
公園交番

きアドバイザーである鳳

1

０１２０・６２・７７３３

出水
ふれあい通り

水前寺公園
電停

凰石材では︑各地に屋外

国府高校そばの閣雲寺

至市街

納骨堂を販売中です︒

万円〜という

内納骨堂は︑寺社の管理

で安心なうえ︑永代使用

料込みで

中央区小沢町や西区高

良心価格が魅力です︒
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リビング読者限定 COUPON

墓地・墓石

リビング読者限定

2022年2月26日

会場／リクシルショールーム熊本
（南区田迎1-9-10）
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
第2・4土曜、
日祝休
営／9:00〜18:00、
たいでんトラスト
検索←

10120・737・031

