モチモ

昭和レトロの懐かしい

味が復活です！

チの薄皮に︑
イカや豚肉︑

麺などを自分好みにトッ

ピング︒醤油ベースのソ

ースで食欲をそそられま

す︒その美味しさから昼

夜︑おやつにも食べたく

なる一品です︒

まずは
﹁お試しチョボ﹂

末広

末広

検索 ←

く〜ぽん

至世安

西廻りバイパス

クーポン持参＆
600円以上の注文で

会計金額から
50円引き！

田崎市場内

九州電設

人気のオールミックス900円（税込）
。お手頃価格
でボリュームたっぷり、満足間違いなし！

※税込 Ｒ4.9.14 〜 9.30まで

検索←

﹁コンロの火を消し忘
手配から取り付け︑電気

えるのが強みです︒

れていて⁝﹂︒ご自身で︑ 配線まで１社ですべて行

高齢の親御さんにそんな

営業／午前９時〜午後６

13

電

※電話で予約、エリアは熊本市
内・合志・菊陽・大津・益城
Ｒ4.9.14〜先着20組まで

経験ありませんか？

無料点検

時︑日曜休

家の電気設備全般

気に関する暮らしの〝困

「くらしのドクター」
をLINE登録↓

住所／東区石原３ノ６ノ

０１２０・４２５・３３２

1

読者限定 特典

った〟を解決する﹁くらし

のドクター﹂は︑ＩＨク

ッキングヒーターを特価

で販売︒併せてエコキュ

ートを導入することでオ

ール電化になり︑ガス代

※画像はイメージ

9月21日
（水）
〜26日
（月）

94

人もの電気工事士が

本館6階

くらしのドクター

０円で光熱費を節約！

鶴屋

在籍する同社は︑電球の

出産準備用品とベビー服バーゲン

交換からオール電化工事

住／中央区上通町9-5

まで幅広く対応︒機器の

30周年限定モデル〈左〉
トノウカーベックス30th
18ＫＹＧ・自動巻 269万5000円
〈右〉トノウカーベックス レリーフ ハート ダイヤモ
ンド 18ＫPG ・クオーツ 165万円 ※税込

「秋の出産準備用品と
ベビー服バーゲン」

限定3台 IHクッキングヒーターが特価

パナソニック KZ-G32AST
本体＋基本
工事費込み

8万8000円〜（税込）

「水なし 両面焼きグリル」
や、揚げ物も炒め物も
おいしく仕上がる
「光火力センサー」
搭載です

トイレ本体に加え、内装の汚れもまとめてきれいにしませんか？

トイレまるごとリフォームパック！

会場／本館6階 小催事場
※最終日は16:00閉場
【問】☎096（327）3248
本館6階 ベビー用品

（株）
総合内装業TANAKA

くすみやめくれなどのお

95

内装のスペシャリスト

ノ

悩みも解消しますよ︒

住所／北区飛田２ノ
10

﹁ＴＡＮＡＫＡ﹂で好評の

トイレ丸ごとリフォーム

リフォーム一例（左ビフォー・右アフター）

TOTOピュアレストQR 12万9990円
トイレ本体・取付・処分・天井・壁クロス貼り替え・
床クッションフロアシート貼り替え込み、税込
ほか手すりの取り付けなど幅広く対応可能、市内・
市内近郊は出張見積もり無料。詳しくは問合せを

さまざまなお店の〝Ｎ

ｅｗ〟情報を募集中！

ニューオープンや新メニ

ュー︑移転したお店を教

えてください︒飲食店で

も雑貨でもお店のジャン

ルを問わず受付中︒もち

詳細はＨＰでチェック⇒

ろん自薦ＯＫです︒

9:00 〜 17:30
（日・祝除く）

営業／午前９時〜午後６

☎096
（322）
2995

パック︒今回は人気のＴ

福田病院 母子サポートセンター

☎０９６︵２００︶５０６８

公認心理師

※Ｒ4.9.14〜10.14
まで

時︑日曜休

社会福祉士

プレゼント！

ＯＴＯピュアレストＱＲ

トイレマット

看護師
助産師

本体の取付工事に加

医師

が特別価格に︒

題解決の糸口を見つける

妊娠・出産・育児を相談できる場所
それが﹁産婦人科﹂です

妊娠から出産︑そして

耳を傾けてくれますよ︒

子 育 て に 至 る 道 の り は︑ べく連携︒ＳＯＳの声に

お母さんとお子さんにと

って喜びが多い反面︑戸

惑いが多いことも︒

福田病院の﹁母子サポ

ートセンター﹂では︑病

院職員全員が母子のサポ

ーターとして︑さまざま

な相談に応じてくれま

す︒さらに専門職︵助産

師・社会福祉士・公認心

理師など︶が協力し︑問

読者限定 特典
「リビングを見た」
の見積もりで

え︑天井壁クロス・床ク

ッションフロアの貼り替

えもコミコミ︒内装業な

らではのまるごとパック

です︒壁や床に染みつい

尿ハネや

た汚れを一気にキレイに

福田病院

しませんか！

「母子サポートセンター」に相談しませんか？

ニオイ︑経年劣化による

お母さんが安心して育児ができる環境づくりや支援を行っています

＊不安なこと・気になることはぜひ
◎お金がないから受診できない
◎妊娠検査は陽性…でもどうしたら
いいかわからない
◎パートナーや親に話せない
◎仕事があるのに、つわりで苦しい
◎子どもを育てていけるか不安
◎妊娠の大変さ夫がわかってくれない

ローソン

をはじめ︑男女ともに注

秋から冬にかけて出産

予定の家族必見！

基本の肌着はもちろ

ん︑ベビーウエアや布団︑

マタニティ用品など︑出

〜

産準備に必要なアイテム

がお買得価格︒他︑

１３０㎝の子ども服もそ

分︶

時〜午後７

ろいます︒ぜひ会場へ︒

営業／午前

時
︵金・土＝午後７時

時間／11:00〜16:00
会場／本館6階
ベビー用品売場
※産前の相談も可

ちょぼ焼

電球１つから電気のプロが解決 くらしのドクター

☎096
（355）
2967

（参加費無料）

ちょぼ焼のブランド

「火を使わない安心」、IHクッキングヒーターを検討してみませんか！

〈2店共通〉営／ 11:00 〜 19:30、火曜休

●9月21日（水）
「母子保健相談会」

●

テイクアウト大盛況！

ちょぼ焼のブランド 末広

〔西区田崎町430-9〕

ジュエリー・オーハシ 住／中央区上通町1-13

80

●● ●
G.S.
肥後銀行

ちょぼ焼のブランド
末広

☎096
（353）
0084

30

リビング

ヤマダ電機 ROUND1
● ●

時計の大橋

10

５００円︵税込︶から︒予

限定モデルの時計︑ジュエリー︑
テーブルウェア⁝︒購入特典もあります

時の哲学者︑天才時計

さらに時計同様︑心浮

目のアイテムが多数︒

き立つ時間を演出するジ

30

師とも称される︑フラン

周年を迎え︑特別

ク ミ ュ ラ ー︒ ブ ラ ン ド

誕生

なフェアが﹁時計の大橋﹂ ュエリーやテーブルウェ

段以上の品ぞろえ︒ギフ

トにもお勧めです︒

﹁ジュエリー・オーハシ﹂ アなどのアイテムも︑普

で開催されます︒

卓越した技術力と感性

迄︶は︑購入者に特典も

17

日

用意︒分割払いの相談も

月

インの融合は︑さらに進

気軽にどうぞ︒

フェア期間︵

化︒代表作﹁トノウ カー

を刺激する独創的なデザ

ベックス﹂の限定モデル

10

ジュエリー・オーハシ

10

時〜午後６時

時計の大橋

30

分︑ 金 曜 ＝ 〜 午 後 ３ 時︑

9月16日（金）〜「フランク ミュラー Fair」

☎０９６
︵３２３︶
２２３０

30周年のアニバーサリーに輝きを添える、多彩なコレクション

営業／午前

土曜日

約・テイクアウトＯＫ︒

2022年9月17日

火曜休︑Ｐ３００台

＜9＞

New情報待ってます
リビングくまもとWeb

新しいお店の情報は
インスタのDMからぜひ！

