リビング読者だけのお得を集めました！
肩甲骨はがし＋
骨盤ダイエット

体験

肩甲骨はがし＋骨盤ダイエット

※税込

3500円

ピュア エステ 熊本

時間をかけて選べる、
落ち着いた雰囲気の店内

トップス →4378円〜1万4080円
ボトム →7678円〜1万5180円
アウター→9878円〜4万1800円
バック →4378円〜1万4080円
靴
→9878円〜1万4080円

時〜午後８時︑

肩甲骨はがし＋骨盤ダイエット（来店4回）
通常 4万9808円→

〜 万円の
足場代が無料です
30

装とは全くの別物で︑耐

久性に優れ光沢ある仕上

りが続くそう︒一度話を

は？

聞いてから検討してみて

のことで気になる箇所が

家の大きさに関係なく

足場代０円＋高圧洗浄代
見積もり無料︑家

０円の﹁塗装キャンペー

あれば相談ＯＫです︒

住所／北区植木町舞尾５

ン ﹂︑ 好 評 に つ き ま だ ま

８９ノ１

自 社 施 工・ 営業／午前９時〜午後６時

自社管理だから実現でき

だ 継 続 中！

たお得な内容です︒

●八景水谷・Ｎさん邸【壁塗装】

最初はコーキング補修の予定でしたが、同社から
アドバイスを受け、壁塗装も一緒に施工。全体が
ぴかぴか明るくなり、施主も大満足だったそう

で人気を集めています︒

度

だそうです︒収穫後に専

程度ですが︑
﹁ 紅 はるか ﹂

焼き芋にしても糖度

一般的なサツマイモは

することで︑でんぷん質

度 と 驚 き の 糖 度 に︒

50

用貯蔵庫でじっくり熟成

の糖化が進み︑ねっとり

サツマイモのおい
しい季節が到来！

〝蜜芋のお姫様〟とも呼

は

とした甘さが引き出され

芋を作るのもオススメで

スイートポテトや大学

ばれる熊本県産サツマイ

ます︒甘いサツマイモと

長期熟成「紅はるか」申し込み・購入方法
※通販限定。店頭の販売はありません
●価格／ 1箱4580円
（税込）

→リビング読者限定3980円（税込）
約5㎏入り（Lサイズ・18本程度）

●送料／無料 ※離島（北海道・沖縄含む）も無料
●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）
●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

1 0120・932・111

受付
（9:00 〜 20:00、日祝休）

リビング読者限定
「リビング熊本2370」で

長期熟成「紅はるか」
を注文すると

特別価格＆送料無料！
※無くなり次第終了、R4.11.26まで

D 0120・932・169

コチラからも
注文できます

浜線バイパス

旧浜線

東バイパス

クリナップ熊本
ショールーム

●

セブン
イレブン

●

ファミリー
マート
●

モ﹁紅はるか﹂の出荷がス

眼鏡市場

メゾン・ド・
キタガワ● ●●
も ち吉

※写真はイメージ

●

平成大通り

高級大粒いちご
詰め合わせ進呈！

メガネ
スー パー

【キッチンまたは
バスの成約で】

南熊本駅

☎０９６︵２８８︶１９６５

白山通り
● サンリブ
くまなん

同社の塗装は︑熱と紫

をプレゼント

ゆめカードポイントも貯まります！

す︒今なら特別価格＆送

＊熊本県住宅リフォーム部門、R4.11月時点

すが︑蜜芋﹁紅はるか﹂も

国内最大級の店舗情報サイト
「エキテン」で１位 ＊

いえば﹁安納芋﹂が有名で

メゾン・ド・
キタガワの
1000円分
お買物券

【リピーターの多さが信頼の証】

しっとりとした食感と

平成けやき通りの洋菓子店

60

食物繊維など
栄養素もたっぷり！

＊お風呂・キッチンの見積もり限定

タートしました！

❷ 来店当日の見積もり依頼で（無料）

料無料︒自宅用にはもち

0120・96・8802
1（ひまわり住工房/中央区八王寺町41-22）

ろん︑贈り物にもぜひ︒

❶ 来店記念品プレゼント！

（南区田迎2-18-8・下地図参照）

15

とっぺん市場

負けず劣らずの濃い甘さ

【会場】クリナップ熊本ショールーム

検索 ←

ねっとりクリーミーな口当たり×濃厚な甘さ

とクリーミーな口当たり

【豪華特典】
「リビングを見た」
のフェア来場で

ウィズホーム 植木

蜜芋のお姫様「紅はるか」が、特別価格＆送料無料で！

食品

濃い甘みが特徴︒今年は

ひまわり住工房

19（土）
・20（日）10:00〜17:00

【日時】11/

今年も
﹁お風呂の寒さ﹂
が気にな
る時期⁝︒早めにプロに相談！

20

日 ＣＭでもおなじみのキッ

チン
﹁ステディア﹂も︑機

19

日︵ 土 ︶
・

能や使い心地︑オシャレ

月

︵日︶
︑クリナップショー

な見た目をショールーム

２世帯リフォームやバ

ルームで﹁ひまわり住工

リアフリー化︑部屋をつ

房﹂秋のリフォームフェ

ス
﹁ユアシス﹂
は︑浴槽と

な げ て 広 々 Ｌ Ｄ Ｋ な ど︑

で体感できます︒

浴室まるごと二重断熱で

大規模リフォームも施工

アが開催されます︒高品

温かさが長続き︒洗い場

実績豊富︒水回りと一緒

質な製品がお得な今︑ま

がヒヤ〜ッとする︑湯舟

に脱衣所リフォームな

リノベや︑間取り
変更も実績多数

のお湯がすぐに冷めるな

ど︑一部分の工事も大歓

ずはじっくり商品検討か

どの悩みも解消されてポ

迎です︒
来場時は電話を︒

ら始めましょう！

カポカ快適なバスタイム

クリナップで人気のバ

が叶いますよ︒他︑ＴＶ

11

※R4.11.16〜先着5組に限る

天候に恵まれ上々の出来

● 傷つきにくく、汚れてもサッと一拭き。
キレイが続く高機能ステンレス天板

豊富な施工実例
はHPへ⇒

足場代０円、高圧洗浄も０円
（株）ウィズホーム

10％値引き
外線を弾き返す遮熱塗

● 豊富なカラー・材質で、インテリアにも
なじむハイセンスなキッチンに

通常の塗装料金から

装︑完全防水の塗装工事

システムキッチン ステディア

住宅リフォーム専門店

● 浴槽・浴室W保温

お湯も洗い場もポカポカ
が続く高断熱仕様

塗装

リビング読者限定 COUPON

を 標 準 で 行 っ て い ま す︒

● 足ピタフロア

足裏が濡れていても、ピタ
ッと止まって滑らない！

※一部商品除く
R4.11.30まで

MAP

■ウィズホーム
住宅塗装を契約し、クーポン提示で

色あせしやすい安価な塗

ユアシス

水回り以外の内装リフォームなども︑満足度の高い施工が評判です！

クリナップフェア！ 寒いお風呂︑
もうサヨナラ

システムバス

10％オフ！

バッグが主役のコーデも提案

施工例は
インスタを
チェック↓

リビング読者限定 COUPON
■Briller
（ブリエ）
【オープン企画】会計から

国内外のブランドか
ら厳選！ちょうどいい
価格帯も魅力です

個性派だけど使いやすい！

3万円引き⇒1万9808円（税込）
イベント

水回りから
間取り変更
まで！

☎096（273）8171
営／10:30〜20:00、火曜休
住／菊池郡菊陽町光の森3-16-15
M sビル101
※駐車場は店舗前に1台、建物側面に2台
※価格は税込

心がはずむ“日常の服”をセレクト

新作冬物も対象

営業／午前

39

10

アクティブな街・光の森の女性にぴ
ったりなセレクトショップが誕生！ “フ
ァッションで豊かな日常を”をテーマ
に、大人カジュアルからクール系まで、
トレンド感あふれるアイテムが揃いま
す。オープン記念でカシミアマフラー
が特価。数量限定のため急ぎ来店を。

検索←

猫背の改善にも◎︒

月曜休︑Ｐ８台︑完全予約制

住所／水前寺４ノ７ノ

「ホットペッパービューティー
にも掲載中です」
↑

冬痩身・来店４回

年目のセルライ

０１２０・０７１・５０２

1

◆「目元のハリやリフト
アップが気になる方に
話題のスピキュール美顔
（針美容）がオススメ」

リビング読者限定

Briller - ブリエ -

期間限定３万円引き

創業

トケア専門店﹁ピュア﹂か

ら︑肩甲骨や骨盤回りの

脂肪・こわばりをケアす

る新コースが登場！

骨盤のゆがみや肩甲骨

の動きが悪くなると︑代

謝低下・脂肪や老廃物を

溜め込みがちに︒冷えや

ムクミ︑頑固なセルライ

トの原因にも︒気になる

お腹や腰回り︑肩こりや

話題のスピキュール美顔も掲載中！

36

＜20＞

sélectionner la boutique

PURE（ピュア）

※初回限定・R4.11.16〜12.18まで

土曜日

光の森に11月1日オープン！ 記念でカシミアマフラーが7480円に

エステ

リビング読者限定 COUPON
■ピュア 予約時、クーポン提示で

2022年11月19日

（24時間受付）

〒860-0047

熊本市西区春日7-38-1-2F
とっぺん市場「リビング熊本2370」係

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・
「紅はるか」・箱数・
「リビング熊本2370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

