2022年11月12日

土曜日

＜10＞

年末の混み合う時期を前に、早得スペシャルプランを用意！

特別価格ハウスクリーニング、
先行予約開始！
クリーンスマイル・プロ

クリーンスマイルプロ

検索 ←

熊本

特別先行予約ハウスクリーニング

【読者限定先着200組】❶〜❹は下記から1000円引き!

通常価格から割引、読者限定でさらに2000円引

❶キッチン…1万7000円（流し台、正面タイル壁面、ガス

（税込）
エアコン洗浄料金 本体＋室外機＋抗菌コート

レンジ、フィルター、床など。レンジフード・魚焼きグリル別途）

❷レンジフード…1万5000円（フードカバー、ファン、
フィルター、照明カバー、ファンカバー内部も洗浄します）

「母なる海」
に還り、安らかな眠りを…

「墓じまい」
と
「海洋散骨」
を受け付けています

1万5000円 1万4500円 1万4000円
→１万3000円 →１万2500円 →１万2000円

次代に負担をかけたく

ない︑管理が大変⁝︒﹁お

墓﹂の悩みは﹁日本石彫﹂

へ相談を︒同社では墓じ

まい・新しい供養のかた

５万5000円

【問い合せ】9:00〜17:00
10120・733・533
住所/合志市須屋3882-1 ※税込

「ご自宅でお持ちのご家族様のご遺骨、この機会に海洋
散骨という選択も」

お正月は︑小さいお子

さんから大人までが楽し

める﹁シェ・入り江﹂のオ

ステーキやワイン漬け

ードブルはいかが？

か ら あ げ︑ グ ラ タ ン ⁝︑

思わず笑みがこぼれる自

数量限定で残り

分〜午後

慢の品々を家で堪能でき

ます！

時

わずか︒早めの電話が◎︒

受付／午前

第２・４木曜は２時 分まで

30

９時
︵夜は予約制で営業︶

ノ１

☎０９６
︵２３３︶
４５３３

住所／光の森５ノ
19

30

海洋散骨代行（一遺骨）
「お骨はご自宅までお預かりにあがり
ます。持ち込み・郵送・宅配も可能です」

「先着５名様」
海洋散骨代行
通常から
5000円引き

11

ち と し て︑﹁ 海 洋 散 骨 代

「リビングを見た」
で成約すると

行﹂を受け付けています︒

読者限定 特典

天草灘にて︑同社提携

便器⁝︒できれば触りた

「元旦受取分」
残りわずか
Cafe & Restaurants

シェ・入り江

お得!!
【クリスマスオードブル】
【正月オードブル 7・8人前】
も予約受付中！
２万円（税込）
2・3人前 6000円
（税込）

店頭引渡し
（現金のみ）
12/2（金）〜 25（日）
※要予約、
詳細は問合せを

店頭引渡し
（現金のみ）
12/31（土）〜 1/3
（火）
※各日25個限定、
残りわずか
※なくなり次第受付終了

毎年すぐ完売する、好評の
「正月オードブル」

採用者には、もれなく5000円分の商品券をプレゼント！

家計のお悩み解決！ 相談者を絶賛募集中です
熊本リビング新聞社
お金のプロがあなた

の悩みに応えます！

リビング熊本﹁家計簿

クリニック﹂では相談者

募集中︒円安や物価高⁝

悩んでいる人は︑下記Ｑ

〝このままで大丈夫？〟
と

答えてくれるのは︑各

Ｒからぜひ応募を︒

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

０円分の全国共通の商品

☎０９６︵３５９︶３３１１

券をプレゼント！

スカーフ﹂はワンデイ講

人気講師の新講座がスタート！

座︒人と会う機会が増え

出田講師の﹁メイク＆

毎回人気の短期講座﹁パ

る年末年始に向けて︑メ

実践編は毎回好評です︒

ーソナルカラー＆ファッ

イクと小物使いをマスタ

自分に本当に似合う

ション﹂が来年１月から

色︑知りたくないですか︒

始まります︒色について

講師／出田 里美

両講座とも入会金０円

1day 【12月11日限定】華やかメイク＆スカーフの巻き方
講座

ーしましょう︒

※筆記用具・飲料水を持参
自分に似合う色・ファッション・メイク・装飾品を知りたい女性
は必見！ 個別に似合う色を診断してくれます。実際にお店に行
き洋服を選ぶ実践もありますよ

で始められます︒

受講料／ 1 万 9800 円（一括）
定員／ 15 人

正しい知識を得ることで

※５月は第 3 土曜になります

自分の魅力をより引き出

日時／第④土曜（月 1 回）
10:30 〜 12:00

せます︒お店で服を選ぶ

講師／佐藤 智恵

（カラー資格専門スクール＆サロン運営）

検索←

の船で散骨︒何ものにも

くない︑１人では大変と

リビングカルチャーセンター はません校

とらわれず自然の中で眠

エアコンクリーニング

いう人もプロの力を借り

メイクやファッションがもっと楽しくなる！

りたいという思いを叶え

でおなじみの﹁クリーン

てスッキリ︒ハウスクリ

HP↑

短期講座と1day講座だから、入会金０円で手軽に始められます

短期 【来年１月28日スタート】
全6回 パーソナルカラーと貴方に似合うファッション

日本石彫

るフィナーレです︒散骨

ス マ イ ル・ プ ロ ﹂︒ 年 末

ーニング協会認定スタッ

事務所住所／東区新生1-44-20 第2大津ビル2階

証明書付︑県内一円対応︑

大掃除シーズンに向けて

フが隅々まで丁寧に作

※価格はすべて税込

墓じまい︵墓の解体・廃

特別価格ハウスクリーニ

業︑自分ではできない分

担当直通 ☎080
（8867）
0922（宮本）
☎096（365）6261

棄︶見積り無料です︒

ング・先行予約を開始！

解＆内部洗浄で汚れを一

見 積 も り 無 料︒ 出 張 費・ 作 業 費・
消費税込みで分かりやすく安心！

油汚れやニオイが気に

問合せ・申込は電話・HPから（感染症対策を徹底して作業します）

相談・問合せがある人は担当直通電話がスムーズです

１台目:9000円→7000円
２台目:8500円→6500円
３台目:8000円→6000円 ※税込
お掃除機能付も対象 〜R4.12.30まで

日本石彫

＊価格は簡易分解洗浄の金額です

掃します︒お得な３点セ

ット︑２００組限定１箇

エアコン洗浄も好評受

所１０００円引もあり︒

付中︒夏中頑張ったエア

全料金2000円引！

コン︑汚れが溜まってい

【200世帯限定】
「リビングを見た」で

るかも︒ご褒美の洗浄を︒

読者限定 COUPON
クリーンスマイル・プロ 【エアコン】

8000円

なるレンジフード︑尿石

❼キッチン＋レンジフード＋浴室（プレミア３点セット）
通常４万9000円 ➡ ３万9000円 １万円おトク！

１カ所洗浄1000円引！

8500円

や黄ばみがこびりついた

❺掃き出し窓…2000円（腰高窓1枚1500円）

キッチンまたは浴室１万7000円→１万
6000円、レンジフード1万5000円→1万
4000円、
トイレ8000円→7000円 ※税込
ほか箇所は問合せを 〜R4.12.30まで

通常壁掛け 9000円

リビング特価

❻浴室＋トイレ＋洗面台（お手軽３点セット）
通常３万2000円 ➡ ２万7000円 5000円おトク！

【200世帯限定】
「リビングを見た」で

３台目

お掃除機能付

❹トイレ…8000円（便器、貯水タンク、水受け、棚、
ドア、床など。貯水タンク内部は含みません）

クリーンスマイル・プロ【ハウス】

２台目

リビング特価 →7000円 →6500円 →6000円

❸浴室…1万7000円（浴槽、天井、壁、換気扇フィルター、
床、ドア、排水溝など。浴室暖房乾燥機(換気扇)洗浄別途）

読者限定 COUPON

１台目

（日本サービスマナー協会認定講師）

日時／ 12 月 11 日（日）
10:30 〜 12:30
受講料／ 3850 円
定員／ 12 人

※メイク道具・タオル・飲料水・
スカーフ２枚・筆記用具を持参
マンネリ化したメイクを変えたい人、スカーフやショールのアレ
ンジを学びたい人はぜひ！ 立体的な眉やアイメイクなどのワン
ポイントアドバイスとお洒落なスカーフの巻き方をレクチャー

各講座については気軽に問合せください！
リビングカルチャーセンター はません校

教育費・住宅ローン・

☎０９６
（３７０）
１１１２
住所/南区田井島1-2-1
ゆめタウンはません 本館2階
受付/10:00 〜 19:30
（日曜〜16:30）※税込

採用者には5000円の商品券をプレゼント！
NISAやiDeCo・
老後の資金など…

↑講座詳細
はHPへ

気軽に申し込みを！

↑申し込みは
QRコードから

※ポスター

