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リビング読者だけのお得を集めました！

土曜日

食品

リビング読者限定 COUPON
■五山房 壱の蔵 大江・サンピアン店
9月22日
（木）
〜27日
（火）
の6日間

新米には「赤酒めんたい」1080円

「赤酒めんたい」お試し切れ子・200g

1080円

通常2160円 ⇒

五山房 壱の蔵

※1人3パックまで、200パック限り
※クーポン持参、税込、売切れ次第終了

検索←

自社施工にこだわり
敏速・丁寧な対応！
も 無 料 で す︒﹁ 買 い 換 え

を検討中の方︑少しでも

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

1本売りの明太子は贈答用にぜひ。特売の「切れ子」は
売り切れの場合があるのでお早めに！ ※イメージ

リフォームまで幅広く手

毎年

掛ける﹁中村住設﹂では︑

定で特別価格に！

﹁エコキュート﹂を台数限

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

大江店では生どら焼き

ほか︑フルーツどら焼き︑

手作りあんみつ︑あんこ

白玉など甘味も充実︒

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

︵株︶リモア

の張替えもフェア限定の

︒フロアタイル
処分費も無料でとてもお ﹁リモア﹂

FAX、ハガキでの申し込みの場合、名前
（ふりがな）
・電話番号・〒
住所・生年月日・
「完熟くまもと梨」
・箱数・
「リビング熊本2294係」
を明記し上記宛先まで送ってください
※個人情報は本人の同意なしに第三者へ提供されません

既存のフローリングを剥がさずに施工できます

６帖 約5万5000円〜

※荷移動は別途かかります、部屋の広さによって
金額は変動します

（工事費・税込）

熊本市西区春日7-38-1-2F
とっぺん市場「リビング熊本2294」係

リビング読者限定
【成約特典】「リビングを見た」で

ユニットバス成約で
浴室乾燥機サービス！

TSUTAYA ●
平成駅
サンリブシティ
くまなん
平成さくら通り

琴平通り

会場／
TOTO
TOTO熊本
ショールーム

●

● ●

第二

P 駐車場
● 生協

ローソン

※R4.9.23・24の来場者限定

【After】

【見積り無料】フロアタイル張り

今のエアコン
処分費無料！

公園

※無くなり次第終了、R4.9.21〜10.1まで

【Before】

限定

５台 ６帖用 富士通ノクリア（他サイズあり！）

７万4800円
↑コチラからも
注文できます

得です︒ほっカラリ床が

①標準取付費 ②トイレ天井・床・壁の内装張替え

平成大通り

特別価格＆送料無料！

➡

【内装張替え込】標準取付費５万5000円

受付
（9:00 〜 20:00、日祝休）

（24時間受付）

ミングで商品検討すれば

（手洗い・ウォシュ
レット一体型）

1 0120・932・111
D 0120・932・169

人気のバス﹁サザナ﹂や︑ 割引価格です︒このタイ

今回は︑品種﹁あきづき﹂
を厳選してお届け！

●返品・交換／商品到着後3日以内に連絡を
（送料購入者負担）
●発送／注文確認後１週間前後。天候により前後する場合あり

年内工事が間に合います

●送料／無料 ※離島（北海道・沖縄含む）の場合は
別途費用がかかります。詳しくは問合せを

料理がはかどる機能性重

10万9000円

1箱 3980円（税込）
約３kg（８〜 12玉）

視のキッチン﹁ミッテ﹂
な

26万2900円が

初回限定

チン・トイレが来場者特

希望小売価格

※通販限定。店頭の販売はありません

﹁ＴＯＴＯ﹂
のバス・キッ

「完熟くまもと梨」申し込み・購入方法

TOTO
新型ZJ
︵税込︶

田崎市場内の﹁とっぺ

ん市場﹂では︑ベテラン

の目利きが厳選したも

今ならリビング読者限

の だ け を 市 場 か ら 直 送︒

定で通常４３８０円↓

３９８０円＆送料無料で

限定

よ︒冬も快適＆ポカポカ

便座の継ぎ目なしで
お掃除ラクラク！

●支払い方法／代金引換（手数料別途330円要）
※贈答用の場合振込みのみ
（手数料別途200円要）

「完熟くまもと梨」
を注文すると

な水回りのために︑ぜひ︒

※標準施工費22 〜28万円
（税込）

３台

ど目玉商品が充実です︒

38万4300円

□撥油コートでお手入れ楽々レンジフード
□傾斜シンクでゴミがスムーズに流れる

価︒エアコンは電話問合

﹁ あ き づき﹂
︒
﹁幸水﹂
﹁豊

りの新品種で︑深い甘み

水﹂
﹁新高﹂のいいとこ取

とたっぷり果汁︑程よい

80万690円が

︵税込︶

（シンプルプラン、2550サイズ）

希望小売価格

施工は︑内装専門店の

TOTO システムキッチン
「ミッテ」

24

せＯＫ︑既存エアコンの

糖度が高くて
みずみずしい！

熊本は全国有数の梨の

す！

シャリ感の果肉が絶品で

天 候 に恵 ま れ た今

産地︒今が旬の﹁完熟く

年はとくに良い出来だそ

離れて暮らす家族や友人

への贈り物にもぜひ︒

う︒ 完 熟 ち ぎ り だ か ら︑ す︒自宅用にはもちろん︑

冷蔵庫で冷やして食べる

と格別ですよ︒

まもと梨﹂はシャリシャ

るほどのたっぷりな果汁

リ食感と︑したたり落ち

今回お届けする品種は

が特長です︒

限定
3台

10

23

日︵祝・金︶・

53万640円

９月

117万9200円が

日︵土︶︑ＴＯＴＯ熊本シ

（シンプルプラン、1616サイズ）

希望小売価格

午前 時〜午後５時︑ＴＯＴＯ
ショールーム︒予約がおすすめ

※写真はすべてイメージ

TOTO システムバス
「サザナ」

ョールームで秋のリフォ

合同葬や個別葬、郵送でも受付。さらにペットと
一緒に入れたり、海洋散骨もあったりと多彩です

限定
3台

ー ム フ ェ ア が 開 催！

15万円〜

︵税込︶

りたい﹂と願う故人の想

いを叶えるお墓です︒後

継者不要で︑生前申込み

も受付中︒まずは見学を︑

管理費はかかりません！

永代供養樹木葬

とっぺん市場

〒860-0047

日
︵祝・金︶・９月 日
︵土︶
ＴＯＴＯショールーム︒
人気の水回り製品が登場します

24

酸味が少なくて甘い！ シャリ感とあふれる果汁

「リビング熊本2294」で

９月

23

検索←

大好評の「完熟くまもと梨」。今回は旬の「あきづき」が登場

リビング読者限定

年内施工完了！ ＴＯＴＯ秋リフォームフェア

南阿蘇 未来樹の丘

□お掃除ラクラクほっカラリ床 ※標準施工費
（税込）
□ゆるリラ浴槽 □魔法びん浴槽 40 〜 50万円

食品

Panasonic・日立・三菱のエコキュート！
●

熊本市近郊は
無料送迎できます

子どもに負担をかけま

電話で相談ください︒

︶８４５４

時間受付

〔南阿蘇村河陰2909-2〕

いと︑墓じまいをする人

問合せ／

●坂田酒たばこ店

が増えているそう︒ただ︑ 経営／︵宗︶宝来宝来神社

☎０９６７︵

●
心乃間間

24

65

至高森

南阿蘇トンネル
俵山峠

●
長陽駅
ハイコム
ウォーター

どこに相談するか︑その

ＧＳ

至熊本市内

●

中村住設

リフォーム

未来樹の丘

先はどうするか⁝︒一度

墓じま

﹁未来樹の丘﹂に相談へ来

てみませんか？

いの業者探しから︑想い

に寄り添ってサポートし

てくれますよ︒

供養は最近よく耳にす

る〝樹木葬〟︒﹁自然に還

●

（株）中村住設

R4.9.21 〜台数に達し次第終了

LINEからの問合せも
受付中です！
「気軽にご相談ください」

公園型樹木葬墓地

R4.9.21〜9.30まで

マート

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」

樹木葬、
管理費ゼロで手厚い供養

十二支八体仏護り本尊
キーホルダープレゼント

未来樹の丘 ファミリー ●

「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！

墓地

リビング読者限定
「リビングを見た」
で予約し
現地見学すると

● 阿蘇立野病院
ヒライ ●

ゆめマート大江店
ゆめタウンサンピアン店

２店舗同時開催！
早いもの勝ちです

つやつやの新米のおい

ゆめマート大江店

☎０９６
︵３８０︶
７５３０

ゆめタウンサンピアン店

しさを引き立てる上品な

まずは切れ子でお試し！

辛さの〝赤酒めんたい〟︒ ☎０９６︵３６３︶７５３０

上質な旨さの秘密は芳

醇な香りの肥後地酒〝赤

酒〟など︑こだわりの調

味液に１２０時間漬け込

んでいるから︒店内には

甘塩天日干し干物やみり

ん干し︑赤酒仕込みの佃

煮など珍味も豊富です︒

両店舗で、生どら焼き
（200円）も仲間入り！

リフォーム

リビング読者限定

至東バイパス

会場／ TOTO熊本ショールーム
（中央区萩原町17-53）
開催／ 10:00 〜 17:00
問／（株）リモア
営／ 9:00 〜 18:00、日曜休
いいふろ

☎096(338)1126

（担当／下村）

※価格は全て税込

