リビング読者だけのお得を集めました！
ピアノ

リビング読者限定 COUPON
■大谷楽器 上通本店・ピアノタウン熊本

来店記念品
プレゼント！

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

足場代無料︒熟練
の職人が責任施工

住所／東区画図町下無田

営業／午前８時〜午後６

褪せ⁝︒塗り替え費用を

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
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４

なんと︑シャワー派にう

もねらい目です︒

便利な機能満載のトイレ

当日は工務担当者も常

れしい﹁エコアクアシャ

さ

商品価格＋標準工事費＋

ま た︑
﹁田舎で長年過

取りです︒

ごしたように︑ご飯は畳

壁クロス・クッションフロア

39万8000円（税込）
◎100年クリーンアクアセラミック
◎泡クッション ◎電動お掃除リフトアップ
◎ノズル除菌 ◎フルオート便座 ◎ほのかライト
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
TSUTAYA ●

「リビングを見た」
の見積依頼で

至藤崎宮

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、相談会限定
R4.4.23・24（2日間）

平成大通り

稗田
公園

ＪＲ上熊本駅

リビング読者限定

平成さくら通り
流通団地
平成けやき通り

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〜

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

・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

琴平通り

●

【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

岱電トラストグッドホーム

施工後のフォローも充実︒信頼
と実績の地元リフォーム専門店

駐︒クロス・フローリン

洗

グ・内窓︑屋根・壁塗装

ワーＳＰＡ﹂付き！

顔やマッサージなど用途

稗田町で公開される

んの家も︑工夫が光るお

に座って食べたい﹂とい

う施主さんの理想を叶え

坪とそれほ

るため︑リビングを一部

土地が約

ど広くはないスペースな

家です︒

がらも︑３ＬＤＫの平屋

Ｗ遮熱＆Ｗ断熱︑ペア

になっています︒

に︒
廊下をなくすことで︑ 畳に︒夫婦の寝室も和室

３部屋とも６帖以上の広

によって切り替えられる

ガラスも標準装備︒夏の

さを実現︒プライベート

機能性・耐久性の三拍子

暑い時期も快適です︒基

1 0120・44・39・88

がそろいますよ︒

を大事にしたいお子さん

準より２ランク上の強い

見学予約・問い合わせ

日

も喜ぶ間取りです︒それ

基礎︑剛床工法＋ダイラ

現地

会場／西区稗田町5-31
（JR上熊本駅から車で5分）
※当日は案内看板を目印に
来場を！

日︵ 土 ︶
・

でいて浴室・脱衣室も広

イト工法で地震に強いの

●建物約24坪・3LDK
●廊下をなくし、リビングや子ども
部屋、主寝室も十分な広さを確保
●リビングの一部に畳スペースを設
け、いつでもゴロンと横になれる
●窓の位置を計算し、隣家との距離
が近くても気にならない造りに

超お得

バス・キッチンの
基本工事費目安
︵税込︶

め︒庭や３台の駐車場ま

も魅力です︒ぜひ現地で

LIXIL トイレ
サティス Gタイプ

24

工事︑エクステリアなど

で確保できているのは驚

違いを実感してみて︒

熊本城

日程／4月23日（土）
・24日
（日）
時間／10:00 〜 17:00

23

今 回 の 特 別 企 画 品 は︑ うえ︑節水効果もある優

き︒極限まで無駄を省い

※1家族に1つ、R4.4.23・24限定

超お得

商品価格＋標準工事費

【Aさん邸 完成見学会】
in西区稗田町 ＊予約優先

こだわりポイント

熊大付属小学校
京陵中学校

KKR
● ホテル
至市役所

LIXIL 洗面台
ピアラ 75㎝

18万9000円（税込）

● 九州消防設備

京町 ●
交番

①メイクも洗い流す！ 滑らかな「シルクミスト」
②肩・首・頭に気持ちいい「パワーマッサージ」
③大粒で肌あたりの良い「アクアスプレー」

◎ひろびろボウル
◎くるくる水栓
◎扉裏ポケット

A

●

エコアクアシャワーＳＰＡ

オーダーメイドの住まい

た︑かなり参考になる間

トートバッグプレゼント

●
●

３種のモードが選べる

限られた予算や土地の

を叶えてくれる﹁玄ハウ

駐車スペースはなんと３台分︒窓から外の目が気になり
にくい造りになっています ※パース画像

中でも︑施主さん一人ひ

４人暮らしでも︑ムダのない効率的
な間取りでプライベートを確保

と り の 想 い に 寄 り 添 い︑ ジ ン グ ﹂︒ 今 週 末︑ 西 区

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

◎エコアクア
シャワー SPA
◎アクセントパネル
28種から選べます

４月

（税込）

59万8000円

検索←

︵日︶は水回り相談会︒業

52.4％

希望小売価格 OFF
125万6684円

界 大 手 の リ ク シ ル な ら︑

︒ 等 生︒ 手 頃 な 洗 面 台 や︑ も気軽に相談できます︒
良心価格でデザイン性・ システムバス﹁リデア﹂

Cタイプ 1坪

対応の早さは責
任 と 信 頼 の 証。
何でもお尋ねく
ださい！

ホームページで
豊富な施工例を
チェック！

今回の相談会おすすめ3選
LIXILシステムバスルーム リデア



玄housing

至池田

日︵土︶
・ 日︵日︶︑戸建てもマンションも 最新水回りで快適度アップ！
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シンプルプラン

杏の里 ●
くだか眼科 ●
303

月

●初摘みさえみどり 100g1296円
●新茶ゆたかみどり 100g1080円

玄housing

至植木

リクシル﹁暮らし快適！ 水回りフェア﹂

美味しさたっぷり︑今だけの香り

かった〜﹂と実感する味

2022年鹿児島新茶 入荷！

狭い土地でも平屋3LDK！ 参考になる間取り

リビング読者限定

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

リフォーム

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

ネット通販はこちら→

57

「手抜き工事は許しません！
職人会社におまかせください」
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4月23日（土）・24日
（日）限定 完成見学会 in 稗田町

住まい

低価格に︒そのうえ住宅

検索 ←

熊本

もうすぐ新茶の季節で

日には熊本茶の

すね︒お茶の杉本園では︑ わいです︒

４月

初入札で︑翌日には﹁極

いち早く鹿児島新茶が入

荷︒自社工場で丁寧に乾

もお勧めですよ︒

みの新茶 熊本茶﹂が発

も﹁これはうまい！﹂と認

南熊本店︵サンリブくま

燥させ仕上げています︒

めたのが﹁初摘みさえみ

なん／茶乃樹︶

売︒自宅用にも贈り物に

ど り ﹂︒ 旨 味 の 成 分 と 特

武蔵ヶ丘店︵ムサシプラザ︶

違いの分かるスタッフ

上のコクが別格です︒ま

☎０９６︵３３９︶７３１４

午後６時

た︑﹁新茶ゆたかみどり﹂ 問い合わせ／午前９時〜

は香りがよくまろやかな
※すべて税込

口 当 た り︒﹁ 日 本 人 で よ
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５軒分の足場を所有して

お茶の杉本園

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

※画像はホームページの一部

お茶の杉本園

※1枚で一つ
※R4.4.21〜無くなり次第終了

いるため︑足場代も無料︒

【上通本店】営／10:00 〜 19:00、4月26日（火）休
住／中央区上通町7-1 ☎096
（355）
2248

新茶の季節がやってきました

一煎袋プレゼント

純粋な塗装作業料で見積

【１台限定】上通本店 ヤマハピアノ
（展示新品）
「YU33（高低椅子進呈）」
99万円 ※税込・配送費別

検索←

福吉建設工業

1

【見積もり・相談無料】

食品

リビング読者限定 COUPON
■お茶の杉本園
クーポン持参で

をしてくれます︒職人歴

年以上の一級技能士の

回無金利︑お得ですよ︒

10

20

格かつコンパクト︒５月

９日︵月︶まで大谷カード

時〜午後７時

ピアノタウン熊本

営業／午前

住所／北区植木町舞尾５７

８︑火曜〜木曜休
︵祝日営業︶

10

日︵土︶〜５月

23

新しい趣味に

﹁ピアノ﹂
はいかが？

４月

８日︵日︶でピアノフェア

上通本店は﹁Ｙ

﹂が即納可能︑成約

開催！

Ｕ

☎０９６
︵２７２︶
５５０７

ヤマハ
「UX10BL」
（1988年）
52万円 ※税込・配送費別

で高低椅子進呈︒ピアノ

ＢＬ

10

タウン熊本では人気のＸ

支柱モデル﹁ＵＸ

︵中古︶﹂がお買い得です︒

ヤマハ電子ピアノ﹁Ｙ

ＤＰ１６５・１４５﹂が

万円台と低価

発売決定︑両店で予約ス

タート︒
10

33

（株）福吉建設工業

R4.4.20 〜 5.20まで

検索 ←

大谷楽器

＜18＞

仲介なし。
塗装屋に直接相談を

足場組立と駐車場・塀の
高圧洗浄サービス

大谷楽器 上通本店・ピアノタウン熊本

※クーポン持参

R4.4.23〜5.8まで

土曜日

塗装

リビング読者限定
「リビングを見た」で
成約特典として、施工時

新生活応援フェア開催！

試弾後、質問に答えて

2022年4月23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
営／ 9:00 〜 18:00、第2・4土曜、日祝休
たいでんトラスト

検索←

10120・737・031

