オフローラ
・スゴピカ浴槽
・スゴピカ水栓
・W水流シャワー

床や天井に無垢材を使用

の 設 備 や 建 材 を 使 用 し︑

【この新築見学会の詳しい情報は18ページへ！】
相談会会場／東区江津1-3-3付近
問合せ／☎096
（237）
6540

ＭＡＰ

リノベまで実績多数

一部分から︑大規模

を感じられる温かい家に

R4.9.10・11、
17〜19のみ

するなど︑木のぬくもり

家のことはまるごと相

仕上がっています︒参考

☎096（321）6481

上熊本駅

談できるロハウス︒今週

問／ MPS（株）
営／ 9:00 〜 18:00、日祝休
住／北区楡木5-12-51 ※すべて税込

パナソニック ● 杉塘
ショウルーム熊本

ベンチ・木製鉢の
いずれかプレゼント

になる工夫満載です︒

トヨタ
自動車
●

（株）ロハウス
クーポン持参、相談会会場で
アンケート記入で

秋リフォームは早めに動き出すのが◎
高品質なバス・キッチンが来場特価

色から選べま

シ ン ク ＆ カ ウ ン タ ー に︑

扉色も

す︒さらに︑クッキング

11

日

ウルーム熊本で秋の早ト

コンセント付きで料理を

日︵ 土 ︶・

ク水回りリフォームフェ

しながら簡単に調理家電

９月

アが開催︒パナソニック

の人気設備が台数限定・ を使えるのも︑使いやす

特 別 価 格 で 登 場 し ま す︒ さのツボを押さえた嬉し

高く︑毎日の料理がもっ

い仕様︒インテリア性も

と楽しくなりそうです︒

市電

ポリ袋
エコホル ダー

本妙寺入口

15

10

会場／ パナソニックショウルーム熊本
住所／ 西区花園1-5-5
時間／ 10:00 〜 17:00

県立総合体育館
●
ジョリーパスタ ●

お見逃しなく︒

目玉は︑これからの季

エコキュート給湯器も

節に向けて検討したいバ

あったか＆お手入れ楽ラ

在庫限りの１台限定で特

スリフォーム︒節水・水

クな快適お風呂で寒い時

別価格︒人気のアラウー

垢がつきにくい﹁オフロ

期を迎えるためには︑今

ノＳ１６０も工事費込み

品薄が続く給湯器
も１台限定で用意

のうちに商品検討をして

で来場者限定価格です︒

ーラ﹂が工事費込み 万

おくのが賢い選択︒秋は

※価格はすべて税込

完売御礼のエアコンク

リーニング２０００円引

が︑リクエストに応えて

作業は60 〜 90分、
感染症対策徹底
HPはコチラ→

さ ら に １ ０ ０ 世 帯 追 加︑

担当直通☎080
（8867）
0922
（宮本）

オプション扱いにする

☎096
（365）6261

﹁プロがお邪魔します﹂！

問合せ・申込は電話・HPから

お店も多い室外機洗浄＆

抗菌コート込みの分かり

やすい料金設定︒見積も

り・作業時の無理な営業

もありません︒エアコン

クリーニングマスター一

採用者には5000円の
商品券をプレゼント！

クリーンスマイル・プロ
級取得スタッフが︑部品

熊本リビング新聞社

「この夏１番頑張っているエアコンにご褒美の洗浄を！」
分解・高圧洗浄で丁寧に

家計のお悩み解決！

まだまだ続く暑さ…汚れを一掃するプロのお掃除、お得な今ぜひ

作業します︒

リビング熊本の﹁家計

簿クリニック﹂では︑相

答えてくれるのは︑各

談者を募集中です︒

方面で活躍する高橋伸子

さん︒人気生活経済ジャ

ーナリストに相談でき

る︑またとないチャンス

です︒採用者には５００

教育・住宅・

０円分の全国共通の商品

券を進呈！

老後の事などお気軽に︒

☎ ０９６︵３５９︶３３１１

↑申込みは
QRコードから

円︒残暑は厳しいですが︑

気候も良く︑リフォーム

使い勝手の良さを追求

にも良い季節です︒

したキッチンもお見逃し

なく︒﹁ラクシーナ﹂は︑

耐久性の高いステンレス

プレゼント！

88

︵日︶︑パナソニックショ

36万8000円

【特典】「リビングを見た」
の来場で

＊数に限りがあります
R4.9.10・11
（2日間）

本体価格＋標準取り替え工事費込

特別価格＆税込！

読者限定 特典
山崎実業
「TOWER」

ＭＰＳ︵株︶

13 9800

※排水の位置により、料金が変わる場合あり

MPSのHPは
コチラ↓

【限定１台】
エコキュート給湯器

来場
特典

本体価格＋標準取り替え工事費込
特別価格＆税込！
万
円

読者限定 COUPON

末開催︑江津の新築見学

＊標準工事費は目安、別途料金が発生する場合があります、写真はイメージ

会で︑リフォームの相談

＊キッチン標準工事
＝解体・設備工事・処
分・電気工事・組立
＊パネルは含みません

会も同時開催します︒

66万円〜

（標準工事費・税込）

空間を活用するスキッ

・ステンレスシンク
＆カウンター
・15色から選べる扉
・IHコンロ
・takagi浄水器
・クッキングコンセント

プフロアを設置して生ま

ラクシーナ

れた大きな収納スペー

【３台】キッチン

（株）ロハウス
ス︑玄関からパントリー

11

＜12＞

新築の技術で応える「リフォームの極意相談会」
までの直行動線など︑い

＊バス標準工事内容
＝標準工事・解体・設
備工事・処分・電気工
事・組立・一面壁造作
クロス
＊タイルのお風呂は別
途費用がかかります

土曜日

新築の完成見学会だからこその工夫や家づくりのポイントが満載

いところだらけ︒最先端

88万円〜

日︵土︶・ 日︵日︶︑これからの季節に向けたリフォームをお得に！

10

（標準工事費・税込）

トイレ
来場 【限定１台】
特典 アラウーノS160タイプ２

９月

パナソニック︑
秋の早 トク・水回り応援フェア

リフォーム

【３台】バス

2022年9月10日

通常価格から割引、読者限定でさらに2000円引

エアコン洗浄料金 本体＋室外機＋抗菌コート
（税込）
１台目

２台目

３台目

通常壁掛け 9000円
8500円
8000円
通常１万3000円 →7000円 →6500円 →6000円
1万5000円 1万4500円 1万4000円
→１万3000円 →１万2500円 →１万2000円
通常１万8000円

お掃除機能付

＊価格は簡易分解洗浄の金額です

読者限定 COUPON
クリーンスマイル・プロ ※税込

【100世帯限定】
「リビングを見た」で

全料金2000円引き！

１台目:9000円→7000円
２台目:8500円→6500円
３台目:8000円→6000円
お掃除機能付も対象 〜R4.9.30まで

