リビング読者だけのお得を集めました！
リフォーム

リビング読者限定
トイレリフォーム時
「リビングを見た」で
トイレ床クッションフロアを
特別価格の9500円で張替 または

※希望者のみ、税込

ほうおうせきざい

検索←

ほか、五福小そばや国

り。現地見学や墓じまい

永代使用・管理費込

何かと不安が多い“お

営 業 ／午 前 ８ 時 ～ 午 後 ６

の相談も気軽にどうぞ。

府、上南部にも納骨堂あ

墓や供養”について。い

リフォーム

\約86万円お得

/

242万5770円～

本体価格 通常328万8450円～が
税込・標準工事費込で

検索←

本体価格 「サザナ」

57％
OFF

1616
Sタイプ

（浴室換気暖房乾燥機付）
本体価格
165万5555円 が

特別価格

125万4500円

（2022年春季 住宅部門戸建て）

◦熊本県 第1位＆全国第6位に！
HPは↑

ＴＯＴＯリモデルプロショップ（有）
アラム

快適な眠りは、上質な寝具から。
“値上げ前の特別ご奉仕”

お得満載！ 羽毛布団“蔵出しセール”
ネイブル

キナッセ植木店・nable宇土店

本体価格

プライスグループ2 2550
システムキッチン「ミッテ」
（食器洗い乾燥機なし・平型シロッコファンコード）
本体価格

一番の目玉！
ホワイトダウン90％ 1.1㎏ 350dp

107万630円 が
特別価格

75万8000円！

三面鏡洗面化粧台
「サクア」

シングル3万3000円→半額
※各店3点限定。
「ダブルサイズも、
ご用意しております」

通常価格

25万5750円が

※dp（ダウンパワー）は羽毛の膨ら
みを評価する数値で、数が大きいほ
ど弾力のある羽毛布団となります

特別価格

19万3600円

西川の敷パッド＆毛布も
スペシャルプライス

ウォシュレット一体型便器
GG1-800（手洗い付）

本体価格 30万6515円が
特別価格

※価格はすべて税込

21万9670円

26

※画像はすべてイメージ、特別価格はすべて標準工事費・税込
水回りリフォームを検

からでもＯＫ、
お気軽に。

登場です。施工は１カ所

も、今だけの特別価格で
琴平通り

会場／
新TOTO
TOTO
ショールーム

●

● ●
公園

扌

平成さくら通り

平成大通り

サンリブシティ
くまなん

水回りのリフォームで家全体が明るく！
心地良く快適な空間を提案します

討中の人に朗報。一級建

日
（日）
・

築士の施工が定評の「ア
平成駅

フェア来場時、クーポン提示で

プレゼント！

ラム」
が、９月

耐風シャッター、
防寒・結露対策に◎

■（有）アラム

R4.9. 25・26の２日間限定

25

TSUTAYA●

リビング読者限定 COUPON

高級タオル

26

日（月）でリフォームフ

ＹＫＫａｐ「耐風シャ

ェアを開催。今なら年内

掃除がとにかくラクと

で施工が完了しますよ！

ッターＧＲ」
は台風対策、

☎0964
（24）5880

暗さ、
防犯面で◎。遮音・

☎096（215）
3007

好評のシステムバス「サ

住／宇土市善道寺町綾織95
宇土シティモール2階
営／ 10:00 ～ 20:00、無休

断熱効果も期待できま

扌

住／熊本市北区植木町舞尾620
ショッピングプラザウェッキー 2階
営／ 9:30 ～ 20:00、第3木曜休

ザナ」や料理の手際がア

※セール品も対象 R4.10.31迄
※他クーポンとの併用不可

ネイブル宇土店

す。内窓
「プラマードＵ」

3000円以上購入すると
会計から1000円引き

キナッセ植木店

ップするシステムキッチ

■キナッセ植木店・ネイブル宇土店
クーポン持参で

あったか枕パッド218円～ 858円

は樹脂フレームで、結露

3万3000円→2万1780円

リビング読者限定 COUPON

ン「ミッテ」が半額相当

※クーポン画面提示＆税込1100円
以上購入に限る。他の特典との併用
不可

西川の毛布は、3278円～ 6578円

対策に。寒い・暑いは二

柄がおしゃれなシビラの
羽毛布団

Ｇｏｏｇｌｅ
Ｐｌａｙ

Ａｐｐ
Ｓｔｏｒｅ

スマホアプリ
「full shop」
会員募集中！
初回登録時、
500円クーポン進呈

に。ほか、節水力抜群の

※写真は
一例です

※写真は一例です

ウォシュレット一体型ト

西川の敷パッド3278円～ 4378円

イ レ や 化 粧 台「 サ ク ア 」 重窓でさようなら！

カバーや枕、毛布類もた

羽毛布団専用の秋冬用

くさん入荷しているの

48％
OFF

逃せません。

が、通常の半額以下で手

品質にもこだわりながら、この価格

繊維総合卸業の老舗

で、まとめ買いで“わが

値 上 げ も 予 想 さ れ ま す 」 家の布団”をグレードア

に入るチャンスです。「原

とスタッフ。ますます見

「古荘本店」が運営する

だから叶う、スペシャル

ップさせましょう。

セール。良質の羽毛布団

「 キ ナ ッ セ 」「 ネ イ ブ ル 」 材料価格が高騰、今後は

約

日（日）・ 日（月）でうれしいフェア開催

25

※ アステックペイント施工実績R

他にも毎年数々の賞を受賞しています

９月

せん」と下塗り・中塗り・

上塗り、色変え施工を徹

営業／午前８時～午後６

底。仕上がりも評判です。

時、無休

仲介なし！ 職人
会社に直接相談を

「 福 吉 さ ん、 あ ん た に

住所／東区画図町下無田

約

今なら年内に施工終了！

TOTOの水回り4点セット（戸建用）

【概要】所在地／西区上高橋2-8-38、今回販売数／ 24
室（1室4個入 間口40cm×奥行50cm）、税込35万円
～ 55万円（永代使用料・管理料込み）
、経営主体／聖徳
寺 ※駐車場・水道完備

水回りはやっぱりＴＯＴＯ、
お得な２日間

※

ま、金銭的にも管理面も

０１２０・６２・７７３３

至アクアドーム

〔西区上高橋2-8-38〕

時、不定休

28

負担が軽い納骨堂を検討

する人が増えています。

●

ａｕ

しまむら

●

1

至市街

ホワイト歯科 ●
HIヒロセ ●

上代城
● 城山病院
● 高橋稲荷神社

「鳳凰石材」では、高橋

稲荷近くの「聖徳寺」内に

納骨堂を販売中。宗派不

問で、静かな環境・お参

りのしやすさが魅力。人

●ヒライ

〒

坪井川

ゆめマート

８万９０００円です。

見積は無料、こどもみ

頼んでよかった！」とお

13

客さんからの高い満足度

０１２０・８８・７３４３

を誇る同社。自社直売で、 １４３２ノ

仲介・二次業者を介さな

い分低価格を実現。その

うえ、住宅５軒分の足場

塗料代や

を所有しているため、足

場代も無料！

建設資材も値上げせずに

「手抜き工事は許しま

見積をしてくれます。

平米単価で計算！
●外壁塗装 ●屋根塗装
●鉄板塗装 ●防水塗装
※一般的な戸建て住宅（2
階建て）の場合、作業終
了まで約7日～ 14日程度

気のため残りわずかです

が墓地も案内できます。

台数に限りあり。
即納できます！
らい住宅支援事業の補助

※IHからの交換は設置・処分費込みで8万8000円

福吉建設工業

1

（有）鳳凰石材

高橋郵便局
● 高橋西神社

文 城山小学校
● ● ほっともっと
西廻りバイパス 28

（株）福吉建設工業

R4.9.21 ～ 10.21まで

寝具・雑貨

三菱IHクッキングヒーター CS-G321MS
【約70%オフ】
数量限定の大特価セール
本体定価21万3000円→6万3000円

熊本で“戸建て塗装”実績1位！

足場組立と駐車場・塀の
高圧洗浄サービス

●

237

塗装

リビング読者限定
「リビングを見た」で
成約特典として、施工時

【見積もり・相談無料】

金の相談もお気軽に。

分～午

30

料理がもっと楽しくな

後６時

営業／午前９時

住所／合志市幾久富１７

る三菱のＩＨコンロが超

おトク！
本体定価から

７割引の６万３０００円

※税込

０１２０・８３・７７８９

５８ノ２６３

らの交換の場合は別途工

（本体価格のみ）。ガスか

事費の見積が必要。

ほか、リクシルのトイ

レ「アメージュＺフチレ

ス」普通便座セットは７

万２０００円。リクシル

製 温 水 洗 浄 便 座 付 な ら、 トイレ 万２０００円～

7

聖徳寺

＜16＞

西区、墓石・納骨堂35万円～

の詰合せを
プレゼント

Ｒ4.9.21～10.4まで

検索 ←

九州トータルハウジング

1

「リビングを見た」
で成約すると

和田かまぼこ店

（株）九州トータルハウジング

トイレのクロス（天井・壁）を
特別価格４万5000円で張替

土曜日

墓地・墓石

リビング読者限定

三菱IHコンロが驚きの７割引き

2022年9月24日

● 生協
ローソン

至東バイパス

台風対策に増えてます！
シャッターの相談受付中

プラマードU
一間の掃き出しタイプ（標準）
標準工事費
万
円
＋税込で

12 1000

会場／ TOTO YKK AP
熊本コラボレーションショールーム
住所／中央区萩原町17-53
開催／ 10:00 ～ 17:00
問合せ／
（有）
アラム
営業／9:00 ～18:00、日曜休

1 0120・931・775
アラム

熊本

検索 ←

