リビング読者だけのお得を集めました！
車検

リビング読者限定 COUPON

■車検本舗R3 クーポン持参で
通常価格から 4400円割引

車のトータルケアショップ

扌

（通常100円毎に１ポイント）

※税込、
１枚で１台、R4.5.25～6.30まで

車検本舗R3

53％
OFF

54万9990円

※標準施工費20 ～30万円

（不要なオプションは外せます、その分価格は安くなります）

目のない人造大理石天板

熱や衝撃に強く、継ぎ

数１０００件以上を手掛

ＮＡＫＡは、年間工事件

午前 時～午後５時、
トクラス
ショールーム。予約がおすすめ

けているから、水回りは

ムで開催します。
内装工事の専門家ＴＡ

◦プロの目線でライフスタイルに合った工事を提案！
◦やる気あふれる職人集団が、一丸となって丁寧＆
迅速施工
◦アドバイザーが、見積もり・施工管理・アフター
フォローまで一貫して対応！

●

田井島 ●
交差点

洋服の青山

※Ｒ4.5.28～6.30まで

流通団地
入口

●●

旧浜線

脱衣所床クッションフロア
シート貼り替え無料

東バイパス

熊本中央病院

「リビングを見た」
のお風呂成約で

浜線バイパス

リビング読者限定

「納得のいく素敵なリフォームをお約束します」
水回り他、内装
（クロス貼り替え１万円～）
も相談歓迎！

トクラス
熊本ショールーム

至電車通り

応募は同社HPの
専用フォームか
電話で申込みを

10
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12万9990円（税込）

平成とうや
病院

●キャリア
支援センター

☎ 096
（234）
6405

泡洗浄でお掃除楽々

至近見

総合
プラント

【問合せ・座学研修場所】
住／中央区神水1-38-11-5F
受／ 9:00 ～ 18:00、土日祝休

通常価格27万2250円
（工事費含む）が
①トイレ本体価格
②ウォシュレット
③取り替え ④処分
⑤床クッションフロア
シート貼替⑥天井・壁
クロス貼替がコミコミで

平成大通り

●

マックス バリュ●

熊本銀行●

扌

県庁通り
セブン●

東バイパス

●砂取小

県庁

市立
体育館前
電停

もちろん、内装をはじめ

●締切／定員25 ～ 30人（定員に達し次第受付終了）
●対象者／熊本県に在住の求職者（学卒未就職者含む）
●応募方法／下記QRコードの応募フォームより申込み

応募

■総合プラント
説明会参加時にクーポン提示で

※Step②間は各実習先による

のキッチン「Ｂｂ」
や広～

※雇用条件については各企業による

（雇用・労災・健康・厚生・介護）

いバスタブと洗い場が特

プロが徹底サポート。時

直接雇用として継続就業

紹介予定の派遣先企業で働きながら学びます

がキッチン、お風呂など

には採用面接にも同行し

Step3

時間／9:00～18:00（休憩60分）
休日／土日祝日
待遇／社会保険完備

のリフォーム無料相談会

も魅力。企業とのマッチ

てくれ、信頼できるスタ

実践研修（55日間）

展示商品入れ替えのた

ング期間も長いので、よ

ッフと“二人三脚”で取り

製造業・事務系・IT系・介護系研修

Step2

TOTO

5台 ピュアレストQR

としたお家の困りごとも

り自分の適性に合った職

人気の事業なので申し

組めるのも強みです。

業と出合えますよ。

プログラムの運営は熊

限定

座学研修（約35日間…共通研修26日間＋業種別専門研修9日間）
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幅広く相談できます。

（W750・３面鏡）

おすすめプラン＝人造大理石
ボウル・壁出し水栓・3面鏡(
裏側収納）・乾くん棚(底が水切
り仕様）・継ぎ目なしハイバッ
クガード・20種類の扉カラー

め、リニューアルした商

16 9990

28

場者限定価格です。

※画像はポスターの一部

分の長所に気付けた」「こ

れまであまり知らなかっ

た業種に挑戦できた」と

過去参加者から喜びの声

が多数。今回は座学研修

込みはお早めに。就活の

新卒から幅広い年代の人が受講。
“即・即戦力になる”
スキルを習得

“５カ月で正社員”を目

指し、ＰＣ操作から専門

知識まで学べる人気の就

職支援プログラム、第２

期が始まります。

相談だけでもＯＫです。

本の労働事情に精通する

や面接の指導まで就活の

。履歴書
定先に特化した専門的知 「総合プラント」

識までしっかり学べるの

幅 広 い 職 種 の 中 か ら、 期間が大幅に増加し、内

自分に何が向いているか

の分析からスタート。「自

洗面台「エポック」

万
円（税込）
※標準施工費2万5000円～

至熊本IC

R4.5.25～6.10まで

（標準施工費35 ～ 50万円、税込、不要なオプショ
ンは外せます、その分価格は安くなります）

■自己分析→職業疑似体験→企業交流会・見学会→企業選定→面接→実践研修へ
〈人間力を高める社会人基礎を学ぶ〉
給与／月16万円～
仕事意識、対人スキル、ライフプランなど
座学 時給1000円＋交通費
〈業界・職種・仕事の基本を学ぶ〉
実践 時給1000円～＋交通費
パソコン、ビジネス実践、テレワークなど
※職種による、8時間×20日勤務
〈専門知識研修〉資格取得も目指せる！

リビング読者限定 COUPON

オリジナルボールペン
プレゼント！

61 9990

希望小売価格28万4900円が
【41％ OFF】

【第2グループ】令和4年6月22日
（水）
～ 11月4日（金）
Step1

おすすめプラン＝人造大理石浴槽・
「エヴリィ」高断熱浴槽・エルゴデザイン・うつく
（1616サイズ） しフロア・うつくしドア・スライドバー
限定 希望小売価格
45％
万
円
5台 114万4400円が OFF

「エヴリィ」などが来
日
（土）
・ 日
（日）、 徴の

受託／
（株）
総合プラント

を、

労働雇用創生課

品をいち早くチェック！

委託／熊本県

トクラス熊本ショールー

５カ月で正社員へ！ 第２期募集スタート

総合内装業ＴＡＮＡＫＡ

新しい職種と出合える貴重なチャンス。相談だけでもぜひ

セミナー

28

リニューアルした商品をいち早く見られるチャンスです

希望小売価格

118万6350円が

あなたの住まいのトータルコーディネーター（株）
総合内装業ＴＡＮＡＫＡ

限定
5台

おすすめプラン＝人造大理石天板・サイクロンレンジ
フード・三段引き出し・三口ガスorIHコンロ・吊戸棚

（税込）

（I型2550サイズ）

【新規分譲地概要】許可番号-指令（生衛）第85号 募集区画面
積、区画数／ 5000㎡、10区画（2.5㎡）・250区画（5㎡）
園内設備／管理棟・給水所・駐車場・休憩所 宗教・宗派・
国籍問わず 経営主体／（宗）法泉寺 永代使用料（永代供養
料含む）／ 2.5㎡・30万円～ 年間管理費／ 1㎡・2000円

５月 日（土）
・ 日（日）、トクラスフェア開催！

リフォーム

「Bb」

から車椅子の方も安心し

てお墓参りできます」と

営業／月・木・土・日曜

まずは気軽に問合せを。

住職。樹木葬なども可能。

同園では６月５日まで

東
バ
イ
パ
ス

化学調味料不使用
自然なおいしさ

大人も子ど

熱々白ご飯のお供と言

えばこれ！

もも食べやすい、まろや

上 質 な 旨 さ の 秘 密 は、

かな辛さの明太子です。

芳醇な香りの肥後地酒

調味液に１２０時間漬け

“赤酒”など、こだわりの

検索←

1本売りの明太子は贈答用にぜひ。特売の「切れ子」は
売り切れの場合があるのでお早めに！ ※イメージ

永代供養付き納骨堂
アクセスも便利

の申込で永代使用料が通

〔東区平山町3332-2〕

10

時～午後２時

えがお健康
スタジアム

＝午前

☎０９６（３８９）１１９３

●

常から５％引きに。人気

90

万

235

万円～

熊本IC

●

やすらぎ
県民霊園

50

の納骨堂は、１区画（６ （電話問合せは随時可能）

万

熊本県民総合
運動公園
● パークドーム
入口

145

体納骨可）

万～

円。４体納骨できる納骨

堂は、１区画

円です。２・５㎡の墓石

セットは１００万円～。

熊本インターから約３

分、明るく爽やかな霊園

で「バリアフリー設計だ

75

法泉寺・やすらぎ県民霊園

込んでいるから。店内に

やすらぎ県民霊園

R4.5.25～6.5まで

は甘塩天日干し干物やみ

永代使用料
通常より５％引

ゆめマート大江店・ゆめタウンサンピアン店・桜の馬場店

※写真はすべてイメージ

新納骨堂
（4・6体用）
利用者募集

【先着5人限定】

五山房 壱の蔵

扌

◦ゆめマート大江店
営／10:00 ～21:00
☎096（363）7530
◦ゆめタウンサンピアン店
営／10:00～20:00
☎096
（380）7530
◦桜の馬場店（城彩苑内）
営／10:00～19:00
☎096（325）7530

「いかめんたい」120ｇ
1080円
（税込）
も人気！

（343）
7891【ＱＲからＨＰへ】
☎ 096

墓地・墓石

「リビングを見た」で、契約をすると

40

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

りん干し、赤酒仕込みの

リビング読者限定

佃煮など珍味も豊富。

※クレジットカードでの支払いＯＫ

朝入庫すれば夕方には完

（～2000kg）6万6600円
・大型乗用車

立ち会い点検で

（～1500kg）5万6600円
・中型乗用車

了するスピーディーな対

（～1000kg）4万7600円
・小型乗用車

応も魅力です。特典いっ

3万6600円

検索←

納得の車検ができる

て、お得に車検を。

大 切 な 愛 車 の 車 検 は、 ぱ い の ク ー ポ ン を 使 っ

信頼できる専門店に依頼

したいもの。国家資格を

持つ整備士が常駐する

「車検本舗Ｒ３」では、細

部まで丁寧に点検してく

れます。整備箇所をしっ

かり説明してもらえるの

で、「 確 か な 整 備 で、 安

心して愛車を預けられ

代 車・ 見 積 も り 無 料。

る」と評判です。

クーポン使用での車検料金（税込）
・軽自動車（自家用）

1080円

通常3500円 ⇒

※1人2パックまで、200パック限り
※クーポン持参、税込、売切れ次第終了

＜16＞

行楽のおむすび！切れ子1080円

「赤酒めんたい」お試し切れ子・240g

車検本舗R3

土曜日

食品

リビング読者限定 COUPON
■五山房 壱の蔵 大江・サンピアン・桜の馬場店
5月27日
（金）
～31日（火）
の5日間限定

軽自動車は車検３万6600円

＋不織布マスク（10枚入）プレゼント
さらに現金払いでＴポイント３倍

2022年5月28日

問合せ／総合内装業TANAKA
住／北区飛田2-10-95
営／ 10:00 ～ 17:00

☎096
（200）
5068
トクラスショールーム見学先

南区幸田1-7-19
TANAKA公式HP→

