リビング読者だけのお得を集めました！
美容室

リビング読者限定 COUPON
■美容室ラ・ボーテ
新規限定！
「リビングを見た」で予約すると

ボヌールエステ or ツヤ髪毛染め
通常より

500 円オフ

ベル・ジュバンス専門店
美容室ラ・ボーテ

※利用は１人１回 R4.11.19〜12.30まで

月 日︵水︶まで
の予約がお得！
から大人まで楽しめる

時〜午後８時

﹁刺身入り正月料理﹂︒数

住所／南区江越１ノ２ノ３

受付／午前

☎０９６
︵３７０︶
１２０１

量限定なのでお早めに！

る同店︒お正月は職人の

火曜休︑駐車場あり

㎝×

電気や家電のトラ
ブルに 時間対応
ッチの場所変更なども相

談を︒テレビ・ネットの

配線設定代行や家電選び

のあらゆる困りごとに

のアドバイスなど︑電気

を置きたいとき︑無理に

時間対応してくれます︒

冬に暖房器具や加湿器

延長コードで繋ぐと︑見

た目も悪いし足を取られ

る危険も︒たこ足配線に

も注意が必要です︒

安らかな眠りを

﹁母なる海﹂に還り︑

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

るフィナーレです︒散骨

証明書付︑
県内一円対応︑

墓じまい︵墓の解体・廃

棄︶見積り無料です︒

「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」

シロアリ対策はダスキンへ！
ダスキンターミニックス

東熊本店

R4.11.16〜11.30まで

まで︑急いで相談を

大幅割引は 月末

軽に問合せを︒

害調査は無料︒まずは気

11

住所／上益城郡益城町惣

☎０９６︵２８９︶６４００

→ 一律13万2000円（税込）

領１８６１ノ３ノ２階

先着30件【バリア工法安心プラン】
1階床面積約30坪（100㎡）まで
※30坪の場合標準料金24万7500円

シロアリ対策の豊富な

11月30日
（水）の申込みまで
秋の特別料金キャンペーン

経験と知識を持つ﹁ダス

月末までの申込で︑シ

11

キンターミニックス﹂
︒

ロアリの侵入を防ぐ﹁バ

リア工法﹂がお得になる

環境や健康に配慮した

キャンペーン中です︒

●熊本市
食品交流会館

上質な和の味を提供す

味を楽しみませんか？

今年は毎年好評の﹁お

せ ち 二 段 重 ﹂︵

ち と し て︑﹁ 海 洋 散 骨 代

住/北区和泉町
三ッ塚168-25
営/9:00 〜18:00
日・祝休

検索←

害虫駆除

リビング読者限定

薬剤を床下に散布︒寒さ

332
至徳王

コンセントが足りない

５万5000円

でシロアリの動きが弱ま

●熊本ワイン
●永田パン

杉養蜂園●

日本石彫

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

る今こそ︑予防のチャン

●P

「コンセントは設置後10年ほどで寿
命。ホコリが溜まって漏電すると電気
代がかさんだり火災の危険も。定期的
な点検が必要です」と代表の穴井さん

日本石彫

海洋散骨代行（一遺骨）

スですよ︒見積もりや被

●地方裁判所
至熊本城

【フードパル店】

●とれたて市

お茶の清香園
フードパル店

㎝×二段重︶と︑新たに

処・鹿児島の︑甘みが強

い知覧茶︒旨みや栄養が

最も詰まった一番摘み茶

だけを使っています︒伝

統の製茶技法〝釜炒り〟を

京陵中

海洋散骨代行
通常から5000円引き
行﹂
を受け付けています︒

の物産展でも出品依頼が

活かした火入れを行うの

P

●英進館

住/中央区京町
本丁6-51
営/9:00〜18:00
日・祝休

ときは同社にお任せ︒数

絶えない商品︒渋みが少

で滋味深く︑袋を開けた

R4.12.2まで、注文・店舗購入とも対象

【京町本店】

●

﹁刺身入り正月料理﹂︵

〝一杯飲んで記憶に残

なく︑とろみのあるまろ

（10ｇ×2袋入）2セット進呈

お茶の
清香園

熊大
附属小

24

24

「墓じまい」と「海洋散骨」

「先着５名様」

天草灘にて︑同社提携

るお茶〟作りにこだわる

やかな味わいが特徴で

﹁お歳暮にもご好評頂

時の香りの良さも格別︒

「ふるさと万年茶
ティーバッグ」

上熊本

同園大人気の健康茶

検索←

墓地・墓石

リビング読者限定
「リビングを見た」
で成約すると

贈り物の場合は気軽に相談を

店舗でも直接購入できます！

リビングを見たで掲載商品を買うと

住／合志市須屋2738-69

「リビングを見た」の見積もりで

※個人情報は商品発送及び案内送付にのみ使用

至植木

☎096
（202）6604

の船で散骨︒何ものにも

老舗・お茶の清香園︒日

す︒茶葉の栄養が溶け出

リビング読者限定

24時間365日対応可能

とらわれず自然の中で眠

ごと寒さが増す今こそ飲

しやすく︑健康にも良い

ビング深むし係」と明記。

（株）キューケンシステム

ダスキン台所用スポンジ
1個プレゼント！

通常1セット（100g864円×5袋）
4320円（送料別途300
円）を2980円・送料無料で（初回限定）。限定500セット。
D096
（352）2091（24時間受付） 送り先1カ所につき1セット限り。申込期限は12月2日
〒860-0081
（金）まで。【支払方法】コンビニ払い・クレジットカード払
熊本市中央区京町本丁6-51
い（手数料無料）【発送】注文確認後10日前後でお届け【返
FAX・ハガキでの申込は①〒住所②氏
品】未開封に限り、商品到着後7日以内（返送料自己負担）
名（ふりがな）③電話番号④商品名⑤「リ

おせち二段重 2万9000円（12/1以降は3万2000円）
【受付】〜12/19
（月）【受渡し】店頭にて9:00〜15:00
•おせち二段重 12/31
（土）のみ ※価格は税込
（土）
・1/1
（日）の２日間
•刺身入り正月料理 12/31

コンセント増設・移動、
お任せ！

東熊本店限定

（9:00〜18:00受付、日祝休）

30

電気工事のキューケン

LED照明取り換え工事
エアコン販売・取付工事
インターホン設置
家電トータルアドバイス 等

りたいという思いを叶え

んでみて欲しいと︑人気

いております︒
熨斗掛け・

包装はお申出ください﹂
︒

10120・325・118

中央区京町本丁の お茶の清香園

の
﹁深むし茶﹂
を特別価格

茶葉は国内有数のお茶

と注目されています︒

﹁深むし茶﹂
は︑百貨店

で用意してくれました︒

寒い冬に飲む一杯こそ︑至福︒
味わい豊かな今年の一番摘み茶

＊受付期間:12/2まで ＊送り先1カ所につき
1セット限り ＊2回目以降は別料金となります

11

住まい

R4.11.16〜11.30の申込みまで

時間の簡単な工事で増

熊本県内 送料無料

熨斗掛け・包装無料

㎝︶が登場︒どち

2980円（税込）

注文はこちらから

㎝×

「リビングを見た」で

電気・コンセント周りの
点検サービス無料！

設・移動が出来ます︒電

通常4320円が…

摘みたての一番摘み茶にこだわり

らも４〜５人前です︒伝

たっぷり500ｇ

10

リビング読者限定 COUPON

気 や 配 線 の プ ロ だ か ら︑

ち ら ん

100g×5本セット

余年の老舗お茶屋さんが︑全国通販で人気の品を特別サービス！

「清香園の深むし茶」

検索 ←

和食さつき

■キューケンシステム
現地調査時クーポン提示で

電力容量アップや︑スイ

初回限定︒熊本で創業

美しく鮮やかな深い緑色の水色と旨み、甘みが特徴です

「手入れの行き届いた上質な茶園の一番
摘み茶にこだわり丁寧に仕上げました」

25

「刺身入り正月料理」早期予約
で3万2000円が2万9000円

ブランド ”
知覧茶“を深蒸し仕上げでおトクに

「日本有数のお茶の産地 鹿児島県知覧町でとれた一番摘みの
煎茶をじっくりと蒸し上げた、こだわりの深むし茶です」

健康面でも注目の「深蒸し」製法

統的な祝肴を中心に盛ら

れた﹁おせち﹂と︑子ども

ツヤ感と輝きが増すと人

月・第１日曜休︑Ｐあり

ノ２階︵県庁正門前︶

営業／午前９時〜午後６時

住所／中央区神水１ノ５

気のヘアカラーもぜひ︒

抜け毛が多くなる秋冬

ノ

● 髪にやさしいツヤ髪毛染め ⇒ 9130円〜
● ボヌールエステ（ヘアエステ）⇒ 6160円〜
マスク着用、消毒、換気、
密を避けるため予約管理

90

茶葉を通常より長く蒸し上げるため、
旨みやコクが深く、有用成分もたっぷり

51

25

※税込

「 ベル・ジュバンス」弱酸性美容法

食品

初回
限定

和食さつき

R4.11.16〜12.19まで

41

＜16＞

今年も人気の「おせち」が登場！

和食さつき食事券
2000円分進呈

美容室 ラ・ボーテ

髪悩みを解消する
極上ヘアエステも

は︑ヘアエステで早めに

☎０９６
︵３８４︶
１７９８

ケアを︒毛穴までしっか

り洗浄し︑老廃物をデト

ックス︒頭皮のマッサー

ジで生理機能をサポート

し︑髪の毛１本１本のハ

リがアップ︒乾燥による

パサつきも防ぎ︑太くコ

独 自 の 弱 酸 性 薬 剤 で︑

シのある髪へ導きます︒

染めても傷まず︑むしろ

キャリアのあるスタッフが極上
のリラックスタイムを提供

10

「おせち二段重」か「刺身入り正月料
理」の予約時に「リビングを見た」で

検索←

熊本

土曜日

グルメ

リビング読者限定

染めるたび、髪にツヤ感UP！

2022年11月19日

安全性に配慮した薬剤を床下に直接散布。シロアリの
侵入を防ぐ効果が最長5年も持続します

