リビング読者だけのお得を集めました！
墓地・墓石

リビング読者限定

「先着５名様」

検索←

“お早めの相続手続
をおすすめします”

令和６年４月１日から

相続登記が義務化されま

を開催。数々の相続問題

を手掛けてきた司法書士

が、相続手続についてア

ドバイスしてくれます。

コロナ禍の影響で、買

れています。見積もり無

ムしてよかった」と喜ば

再 塗 装。「 家 具 リ フ ォ ー

家具を永く使いたい

い替えずに永年使用した

り替え内部を補修。永年

家具をリフォームする件

料（現状を見て回答）。

愛用の桐だんすも表面を

数が急増しています。

☎092（771）
8787
☎080
（3371）
1903（中島直通）

川尻商店街

検索 ←

カード

いう車も一度相談を。

車検月の３カ月前予約

川尻商店街プレミアム商

車種・年式不問！
早期割引あります

品券カードも使用ＯＫ！

で、 早 期 割 引 で き ま す。

車検費用を抑えつつメ

営業／午前９時～午後７

時、火・祝休

50

ドクター輸入車 熊本南店

ンテナンスの腕も信頼で

きる所と言えば、創業

年の田崎自動車工業（ド

車検・整備・修理・板金塗装ならおまかせ！
【車検の流れ】現状調査・無料見積もり
（必
要に応じて部品注文）→後日入庫→半日
～1日程度で完了
Tポイントも付与！

リフォーム

TOTOトイレ取付込10万8000円

ミズドック

検索 ←

ミズドック

万８０００ 円（税込）

10

ＴＯＴＯ
﹁ＺＪ１シリーズ﹂ウォシュレット一体型

※排水位置で金額の変更あり、写真はイメージ

取付＆処分費込み

ロア９０００円～など内

そのほかクッションフ

装工事も気軽に相談を。

形状で掃除がカンタン。

水回りのトラブル、リ

住所／中央区黒髪１ノ
11

値上げ前に急げ！

フォームは何でもお任せ

時間対応

※価格は税込

14

の
「ミズドック」
。秋から

ノ

☎０９６
（２９７）
０２９８

※年中無休、
24

住設メーカーの値上げが

予定されていますが、そ

お子さんでも楽々とどく
深ひろボウルの手洗い付き

の前に人気のＴＯＴＯト

イレ「ＺＪ１シリーズ」を

ＺＪ１は、すっきりフ

特価で販売します！

ォルムのウォシュレット

一体型。タンク上部の手

洗いが低く洗いやすい設

計です。便器はフチなし

10120・737・031

す。また、相続手続を先

５ノ９ノ２ノ３０６

車検では最新のスキャ

ぐるぐる
倉庫

クター輸入車熊本南店）
。 ☎０９６（３５８）２９４０

●千寿

南部中央
病院

川尻駅

会場／パナソニックショウルーム熊本
（西区花園1-5-5）
開催／ 10:00 ～17:00 ※写真はイメージ
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、

アフター。
ソファはもちろん桐だんすもキレイに

（株）田崎自動車工業

R4.8.31～9.30まで

32万7800円～

検索←

住所／福岡市中央区天神

は、職人魂で新たな命を

※福岡市に移転
ンツールを使い、電子シ

ステムの小さな不具合も

逃さず点検。珍しいパー

ツの手配もスムーズで

ＪＲ鹿児島本線

マンション用システムバス 0.75坪

たいでんトラスト

一点物が多い古い家具

吹き込むことができま

す。家具リフォーム本舗

年以上愛用の

で思い出も価値も次世代

写真は

へ受け継ぎましょう。

す。車種や年式などの理

由で「他社で断られた」
と

●
至宇土

ペーパーホルダーを
無料で設置

杉塘

延ばしにすると、相続人

の判断能力の低下や、次

の相続の発生など、新た

な問題も発生することも

あるため、相続手続は早

めに行った方が良いとの

こと。

ソファー。担当・中島さ

上熊本駅

んのアドバイスで布を張

市電

本妙寺入口

● ワイズデイ

3

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

トヨタ
自動車
●

パナソニック ●
ショウルーム熊本

●

検索←

「輸入車車検」
を安く的確に！

リビング読者限定

41万2500円～

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！

kagureform-honpo

扌

R4.8. 31 ～ 9.30まで

成約時に「リビングを見た」で
希望者に

施工例は←

「リビングを見た」
の見積依頼で

ジョリーパスタ ●

車検を依頼・成約で

●

申込 1 0120・810・094
（平日9:00～17:00）

車

オイル交換無料チケット＆
洗車無料チケットプレゼント

田崎自動車工業

会場：南区馬渡2-16-35（同事務所）

家具リフォーム本舗

リビング読者限定 COUPON
■田崎自動車工業

戸建用システムバス 1坪

同社工務の堀田さん

県立総合体育館
●

ビフォー

〔南区南高江6-2-36〕

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

リビング読者限定

インテリア粘着クリーナー
（3000円相当）プレゼント

スーパー 297
キッド●
●
セブン
イレブン

相続無料相談会（要事前予約）
◦9/3・10・17・24（土）９:00～12:00

大切な家具のリフォームを

「リビングを見た」
で、成約者全員に

15

検索←

修理

リビング読者限定

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～

コミュニケーションリモコン
＋脚部カバー付き

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）

☑始めてみたけれ
ど、難しくて進ま
ない…など気軽に

至市街

【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

現給湯器の種類、基礎の有無等で価格は変動します

同事務所では、土曜に

日（土）
・ 日（日）の相談会でさらに快適！

39万8000円（税込）

お昼に湯沸し。太陽光発電に
嬉しいソーラーチャージ機能！

相続無料相談会（要予約）

戸建てもマンションも、９月

新作お披露目！ パナソニック水回りフェア

商品価格＋標準工事費

れない
☑何からすれば良
いのか分からない

４

岱電トラストグッドホーム

駐。感染症対策に配慮し

パナソニック エコキュート

HE-NS37KQS370ℓ
フルオート

※1家族1セット、相談会限定
R4.9.3・4（2日間）

ク”ならでは。今までに

※在庫限りです。なくなり次第、
新価格となります

オリジナルボールペン
2本セット プレゼント

リフォームを検討するなら

案内できます」。クロス・

基本工事費目安
（税込）

26万8000円

緒方事務所 熊本

「相続・遺言のこと ☑忙しくて、相続
お気軽にご相談を！」 手続きの時間が取

３

バス・キッチンの基本工事費目安はこちら

商品価格・標準工事・税込

お得！

な い 品 格 あ る 佇 ま い は、 「 事 前 予 約 で 優 先 し て ご

①手洗いカウンター
②床クッションフロア
③壁クロス 付きで

施工実績３５００件の実力派！
地域密着のリフォーム専門店

5台
限定

フローリング・内窓、屋

ラクテク！

・オート洗浄
・暖房便座
・激落ちバブル

セカンドライフ世代に早

クステリアも相談を。

◦パナソニック アラウーノＳ160 タイプ2

根・壁塗装工事、サンル

98万7000円（税込）

く も 好 評 で す。
「９月３

希望小売価格

197万6854円

日
（土）
・４日（日）の相談

●酸素美泡湯 ●カビシャット暖房換気乾燥機
◎安心ハンドバー ◎握り兼用スライドバー
◎壁柄25色 ◎スゴピカ保温浴槽

シックな色合いに陶器の

※不要分は外せます。
その分価格は安くなります

ようなしっとりとした質

当日は施工担当者も常

岱電おすすめプラン

キッチンがもっとお洒

パナソニック 50%
バスルーム
オフ
オフローラ
戸建用・1坪タイプ
ラクテク！

落に映える話題のフリオ

99万9000円（税込）

性は“技術のパナソニッ

希望小売価格

209万1078円

国の
「こどもみらい住宅支援事業」

補助対象（バス・キッチン・洗面・
トイレ・エコキュート・内窓他）

NEW! ●フリオカウンター ●扉色18色
●10年ファン掃除不要ほっとくリーンフード
◎3口IHコンロor 3口ガスコンロ ◎食洗機

会でぜひご覧ください」
。 ームやウッドデッキ等エ

岱電おすすめプラン

※不要分は外せます。
その分価格は安くなります

感、それでいて高い耐久

壁付・I（アイ）
型・吊り戸無し

カウンター（=写真の天

板 ）、 も う 見 ま し た？

52.2%
オフ

供養墓 ①龍田三之宮墓園
（北区龍田１丁目）
②八代遥拝墓地
（八代市豊原上町３０１２）

遺骨も、引き取りに来て

パナソニック システムキッチン
ラクシーナ 255ｃｍ
ラクテク！

リフォーム

緒方事務所

司法書士法人

※１組に１冊

管理運営／明乗寺
（浄土真宗本願寺派）
、宗派不問

管理費は一切不要

もらえます。

永代供養料は１遺骨５

墓じまい見積り無料

万円。海

万 ５ ０ ０ ０ 円 と 良 心 的。

棚置き保管は
11

墓じまいと永代供養の

住所/合志市須屋3882-1

相談は「日本石彫」へ。お

10120・733・533
☎096
（249）
1085

洋散骨代行（５万５００

【問合せ】9:00～17:00

墓の解体・撤去・納骨堂

へ の 移 骨 ま で 引 き 受 け。 ０円）も相談を。※税込

永代供養は提携の明乗

見積り無料です。

寺が運営する北区龍田の

合同供養墓か、八代ＩＣ

から車で５分の八代市内

合同供養墓で行われま

す。自宅で保管している

「毎月・年間の管理費など
他費用は永久に不要です」

日本石彫

＜16＞

毎週土曜は
「相続無料相談会」

あんしん相続ガイド
ブックプレゼント

日本石彫

線香プレゼント

土曜日

相談会

リビング読者限定
「リビングを見た」で
9/3・10・17・24の
相談会に参加で

永代供養と墓じまい５万5000円

「リビングを見た」
で成約すると

2022年9月3日

