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リフォーム

リビング読者限定
「リビングを見た」と伝えると
もらえるうれしいプレゼント！

どら焼きはクーポン利用で
お試し価格の120円です！

た︑同店大人気の﹁いか

370Ｌ（3 〜 5人用）税込38万8000円〜

※イメージ、
金額はメーカーごと。別途費用かかる場合あり

めんたい﹂が大特価！

さらに︑こだわり製法の

﹁どら焼き﹂も〝お試し価

大江店では︑生どら焼

クーポンをお忘れなく︒

き︑ フ ル ー ツ ど ら 焼 き︑

手作りあんみつ︑あんこ

も 無 料 で す︒﹁ 買 い 換 え

を検討中の方︑少しでも

Panasonic・日立・三菱のエコキュート！
●

五山房 壱の蔵

⇒120円

長嶺本店（不定休）
営／ 11:00 〜 16:00
住／東区長嶺西2-19-6
☎096
（292）
7530
ゆめマート大江店
☎096（363）7530
ゆめタウンサンピアン店
☎096（380）7530

９月
日︵土︶・ 日︵日︶の相談会へ

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〜

同社工務の堀田さん

現給湯器の種類、基礎の有無等で価格は変動します

施工例は←

コミュニケーションリモコン
＋脚部カバー付き

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！

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

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）

※1家族1セット
R4.9.10・11限定

いまタカラの﹁グランスパ﹂が話題！

41万2500円〜

【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

39万8000円（税込）

オリジナルボールペン
2本セット プレゼント
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戸建用システムバス 1坪

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！

「リビングを見た」
の見積依頼で

岱電トラストグッドホーム

HPにお得な割引あり⇒

日︵日︶

HE-NS37KQS370ℓ
フルオート

リビング読者限定

日
︵土︶・

営／9:00〜19:00
＊日曜祝日ＯＫ

選 べ ま す よ︒ 詳 し く は︑

☎096
（366）
7100

９月

江津店（東区江津2-28-23）

由にプランニングできま

☎096
（387）
2400

11

10

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〜

会場／タカラスタンダード 熊本ショールーム
（中央区世安2-1-1） ※写真はイメージ
開催／ 10:00 〜 17:00

至熊本市街
ニッポン
レンタカー
● ● エネオス

タカラ熊本 ● ● レクサス
ショールーム
3
肥後銀行 ●

世安交差点

至水前寺

1000円引き！

※税込 R4.9.7 〜 9.30まで

新南部本店（東区新南部4-7-37）

す︒マイクロバブルでお

女性スタッフの細やかな
対応が好評です

車検orタイヤ4本購入すると

パナソニック エコキュート

商品価格＋標準工事費

昨年リニューアルした江津店では、激安中古車も
多数取り揃えています

施工実績３５００件！ 工期厳守
の地域のリフォーム専門店

26万8000円

※在庫限りです。なくなり次第、
新価格となります

●新車・中古車・人気の軽自動車も激安で！
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リフォーム

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！

当日は工務担当者も常

さらに女性スタッフが受

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

車検だけでなく、エコタイヤの安さにもチャレンジ！
その日の交換もスグＯＫ、詳しくはスタッフへ

■コクピットF-1 新南部本店・江津店
来店時にクーポンの提示で

5台
限定

基本工事費目安
︵税込︶

付から最後まで対応して

土・日曜も予約なしでスグＯＫ︑
安心してまかせられます！

先延ばしにしていたら目

くれるので︑女性 人で

ま す︒ 見 積 も り も 丁 寧︑

の前に迫っていたという

も
﹁行きやすい﹂と好評な

ラクテク！

・オート洗浄
・暖房便座
・激落ちバブル

●ブリヂストンのエコタイヤで熊本1番に挑戦

リビング読者限定 COUPON

通常からさらに

毎日が忙しいとどうも

人必見︒同店なら予約な
1

車 検 は 後 回 し に し が ち︒ 納 得 し て か ら ス タ ー ト︒

しで︑その日に車検をし

もちろん見積もり無

んです︒

料︑輸入車やバイクの車

てもらえるんです︒

検もバッチリです︒まず

速さの理由は︑ 人以

上の整備士がすぐに対応

は気軽に来店＆相談して

みて！

してくれるから︒国指定

の民間車検場で︑最短

分と驚きの速さで終わり

40

パナソニック アラウーノＳ160 タイプ2

駐︒﹁何を選べばいい？﹂

自賠責保険、重量税、車検料、消費税すべて込み！
※消耗部品等の交換・追加整備がなければ、
追加料金は一切なし

等何でも質問を︒

・3口ガスコンロ ・扉カラー 7色
シンプル ・ソフトクローズ
プラン ・アクリル人造大理石
（シンク＆カウンター）

の相談会へ︒

（税込）※キッチンパネルは別途

3万9800円⇒ 3万8800円

うちスパを愉しめる﹁う

59万円

軽自動車の車検限定

W2550

るぽか湯﹂や︑面倒な浴

タカラ システムキッチン エーデル

パ﹂がおすすめです！

クーポン利用で！

﹁お風呂のリフォーム

検索 ←

槽掃除がボタン一つでで

コクピットF-1

きる﹁オートウォッシュ﹂ ﹁マンションの工期は？﹂

コクピットF-1

など〝癒やしの新機能〟
も

国土交通省指定民間車検場

デザイン・素材・オプ

車検を安く、予約なしでスグできる店！

って分かりにくい⁝﹂と

車検でムダな出費していませんか？

ションを幅広い選択肢か

＜新機能追加できます＞
・温泉気分「うるぽか湯」
・肩湯ができる「肩包み湯」
・自動でお風呂掃除…etc

ら選べ︑予算に応じて自

シンプルプラン
・シャワーフック
・ハンドバー
・壁柄29色

悩む人︑この夏新登場の

住／中央区神水2-10-23
（マックスバリュ神水店向かい）
営／10:30〜21:00、不定休、P有

システムバス﹁グランス

63万2000円（税込）

1坪（戸建用）

岩塩と醤油の「から揚げMIX弁当（４個入、530円）
」
モバイル
オーダー←

平日は

鳥メニュー︵全５種︶が

登場しました！

午〜の販売︒〝岩塩〟また

新メニューが続々

〝フードマスター〟菱江

は無添加の〝タレ〟を選べ

登場しています！

隆さんが監修した無添加

ます︒今夜の夕飯にはも

午後３時〜︑土日祝は正

専門店﹁いちや﹂︒同店イ

チ オ シ の 鶏 か ら 揚 げ は︑ ちろん︑晩酌にもいかが

﹁岩塩﹂と﹁醤油﹂の２種

☎０９６︵２８５︶５１７１

ですか？
※税込

︵４個４２０円〜︶︒その

ほか︑カレーやハンバー

グなどのお弁当︑冷凍食

品など︑全てが化学調味

料不使用で体に優しいも

のばかりです︒

今月から新しく︑焼き

タカラ システムバス グランスパ
「ホーロークリーン浴室パネル」標準仕様

8月
新登場

新作デビュー！ タカラ﹁水回りフェア﹂

いちや

リフォームを検討するなら

無添加から揚げ

※税込、１回限り、他のクーポンとの
併用不可、R4.9.7〜9.25まで

国の
﹁こどもみらい住宅支援事業﹂

1本プレゼント

補助対象︵バス・キッチン・洗面・
トイレ・エコキュート・内窓他︶

食卓に「安全」と「おいしい」を

だし巻き玉子
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程よい辛さとプチプチ感にやみつき！ 特売品はな
くなり次第終了のためお急ぎを ※イメージ、税込

食品

リビング読者限定 COUPON
■無添加から揚げ いちや
【1100円以上購入で】

車検

長嶺本店・ゆめマート大江店
ゆめタウンサンピアン店

全店で販売！
今だけ大サービス

※1枚で5個まで

〝赤酒めんたい〟を新鮮

※1枚で4パックまで

国産100％ いかめんたい 540円
ないかにた〜っぷり絡め

②どら焼き
通常1個200円

⇒540円

検索←

自社施工にこだわり
敏速・丁寧な対応！

10120・026・334

気になる方︑お気軽にご

会︑お見逃しなく︒

住／西区島崎2-3-27
営／ 9:00 〜16:00、日曜・祝日休

住宅設備の施工・販売︑ 相 談 く だ さ い︒﹂ こ の 機

リフォームまで幅広く手

掛ける﹁中村住設﹂では︑

毎年

﹁エコキュート﹂を台数限

定で特別価格に！

九州電力から販売店表彰

を 受 け る 実 力 店 な の で︑

安心してまかせられま

す︒台数限定のため︑早

撤去費・基本工事費込

めの問合せがオススメ︒

で︑現場調査や見積もり

LINEからの問合せも
受付中です！
「気軽にご相談ください」

①いかめんたい
120g通常1080円

格〟に︒３店舗で購入可︑

中村住設

■五山房 壱の蔵 長嶺・大江・サンピアン店
9月9日
（金）
〜13日（火）
※数量限定

白玉など甘味も充実︒

（株）中村住設

R4.9.7 〜台数に達し次第終了

食品

リビング読者限定 COUPON

各社エコキュートがお買い得！

・見積もり依頼で「ボールペン」
・成約で「クオカード2000円分」

ねぎま、豚バラなど
焼き鳥２本280円〜

リビング読者だけのお得を集めました！

土曜日

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

