リビング読者だけのお得を集めました！
スイーツ

リビング読者限定 COUPON

■SWISS ８店共通 クーポン持参で
ケーキ４個セットを購入すると

「プティマロン」プレゼント！
SWISS（スイス）
※１枚につき１個、無くなり次第終了 扌
R4.11.25～27限定

スイス 熊本

数の子、松前漬…
年末商品が満載！
２ パ ッ ク 限 定 ）。 店 内 に

は甘塩天日干し干物やみ

りん干し、赤酒仕込みの

大人気・切れ子の特売、 佃煮など珍味も豊富。

☎０９０（８６４９）７５３０

ゆめマート大江店

☎０９０（８６４６）７５３０

ゆめタウンサンピアン店

今年は今月が最後です！

醇な香りの肥後地酒“赤

上質な旨さの秘密は、芳

酒”等こだわりの調味液

11

＊税込、お掃除機能付きは簡易分
解洗浄、エアコン２台目さらに 通常エアコン
500円引、３台目1000円引、ハ
ウス・室外機共に抗菌コート込み お掃除機能付

26

検索←

7000円
１万3000円

27

最大55%オフの製品情報
はココから確認できます
11/26・27
限定

問合せ・申込み／担当直通
（宮本）

☎080
（8867）
0922

＊問合せ・相談は直通電話へ
☎096
（365）
6261 （感染症対策徹底）

HP↑

間取りリフォーム・大規模
リノベも施工実績豊富！

■アイズリフォーム
来場時にクーポンを渡すと

すてきな粗品
プレゼント

ジョリーパスタ ●

扌

※１家族１枚、R4.11.26・27（２日間）

本妙寺入口

トヨタ
自動車
●

パナソニック ●
ショウルーム熊本

上熊本駅

杉塘

アイズリフォーム

県立総合体育館
●

リビング読者限定 COUPON

“中古住宅購入リノベ”

実例③ キレイな水回りで快適！

を 考 え て い る 人 も 必 見。

「アイズリフォーム」は間

も施工実績豊富です。こ

を叶える製品＆耳寄り情 取り変更や大規模リノベ

報を教えてくれます。

パナソニックの人気バ どもみらい住宅支援事業

「こどもみらい住宅支援事業」
対象で最大 万円お得！

住まいのリフォームを

月

年間約３２０件行う「ア

※価格はすべて税込

30

11/25（金）
までに
電話または右の予約専用
フォームで、事前予約を！

市電

FAX、ハガキでの申し込みの場合、①リビング熊本21524
②電話番号 ③名前（フリガナ） ④生年月日（任意） ⑤〒住所
⑥青森りんご ⑦箱数を明記し、上記あて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。

イズリフォーム」が

〒869-0512 宇城市松橋町古保山2715-19
株式会社大嶌屋「リビング熊本21524」係

11

混雑を避けるため
フェア来場は予約優先です！

web注文も
できます→

0120・698・988（24時間受付）

ス・ キ ッ チ ン・ 洗 面 台・ の対象になる商品や、低

D

27

日
（日）、パ

受付
（9:00 ～ 20:00、日祝休）

26

日
（土）
・

5 0800・600・1616

55

％ 引 に。 ＯＫです。来場時は要事

●送料／同住所に２箱以上で無料
1箱の場合は1100円 ※離島（沖縄含む）は別途
●発送／注文より1 ～ 2週間程度でお届け
（天候により前後することがあります）
●支払方法／代金引換
（手数料350円別途）
※贈答用の場合は振込のみ
●返品・交換／到着後3日以内に連絡を
（送料購入者負担）

トイレが、２日間限定で 金利ローンなどの相談も

日持ちするから、まとめ買いがおすすめです

通常より最大

1箱（2㎏＝大小混合約5 ～9玉）2190円（税込）

ナソニックショールーム

月下旬あたり

●青森県産 蜜入り
「葉とらずふじりんご」

糖度

約15度

で補助金リフォーム相談

るのは、

ＱＲから確認できます。 新情報更新中です。

までの今だけ。あまり市

実例② 照明・造作家具・クロス…
トータルで理想の空間に仕上げます

会を開催。資材高騰でも、 価格や仕様・性能は上表 前予約、ＬＩＮＥでも最

ところを、あえて葉を取

送料無料！

※同一住所のみ R4.11.26～12.24まで

お得に賢く理想の暮らし

らずに栽培。多少の色ム

場には出回らない希少な

「リビング21524」
で
「青森葉とらずふじりんご」を
2箱以上注文すると

◦戸建て・マンションどち
らも対応できます！

➡

日本一のりんご生産量

りんごなので、贈り物に

リビング読者限定

しかも、キラキラと輝

を誇る青森から、ベテラ

ラはありますが、それが

も人気ですよ。自宅用の

※写真はイメージ

◦金利最大1.9%のリフォ
（諸条件あり）
ームローンあり

ます。

ン農家が手塩にかけて育

美味しさの証。残した葉

まとめ買いにも◎。この

蜜入りは今の季節だけ！ シャキッ
とした食感と濃い甘さが格別です

てた、とびきり美味しい

の栄養が、収穫する直前

く蜜がたっぷり入ってい

「葉とらずふじりんご」
を

時期ならではの美味し

さ、ぜひ味わってみて。

までりんごに行きわたる

お届け。

ので、糖度が約

く、濃厚な甘さが際立ち

度と高

通常は収穫前に葉を取

って赤いりんごに育てる

直送される箱の中に
は、農家さんの名前・
顔写真・こだわりが
書かれたリーフレッ
トも一緒に入ってい
るので、安心感があ
ります

◦こどもみらい住宅支援事
業で最大30万円の助成！
全世帯で利用できます

実例① before写真の左奥が台所入口だったのを、壁
を取って部屋をつなげ対面キッチンに。開放感も魅力！

出田実業グループ

➡
【中古住宅購入リノベ】

検索←

商品の申し込み・購入方法

を今すぐ
チェック！

台数限定！

55%オフ！

通常価格から 最大

「葉とらず栽培」で、黄金の蜜た～っぷり
おおしまや

金額・仕様
オプション

パナソニック水回り製品

生産量日本一、青森のベテラン農家さんから直送！

おおしま屋

日（土）・ 日（日）、相談会開催。人気の水回り製品が最大半額に！

キッチン＋浴室
３万9000円
＋レンジフード

月

2万7000円

を。 頑 張 る エ ア コ ン に、

ご褒美の洗浄もぜひ。

＋洗面台

１万7000円

「今」
だから、
補助金を活用して賢くリフォーム

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

見積り無料。出張費・
作業費・税込価格！

エアコン洗浄でおなじ

みの「クリーンスマイル・

プ ロ 」。 年 末 大 掃 除 シ ー

ズンを前に、特別価格ハ

ウスクリーニングを好評

受付中です！＝下表

１人で落とすのは大変

な 水 回 り の 蓄 積 汚 れ も、

ハウスクリーニング協会

認定スタッフが内部分

解、隅々まで丁寧に洗浄。

作業箇所は電話で問合せ

④浴室

②レンジフード １万5000円 浴室＋トイレ

12

ゆめマート大江店
ゆめタウンサンピアン店

イベント

クリーンスマイルプロ 熊本

【読者限定】下記からさらに1000円引き（①～④が対象）

15

に１２０時間漬け込んで

「かつお梅」は2パックで
540円の大特価！ ※税込

五山房 壱の蔵

扌 クリーンスマイル・プロ

※下料金表から各1000円引（①～④が対象）
税込、他箇所は問合せを ～R4.12.30まで

食品

いるから。大人も子ども

も食べやすい程よい辛

「かつお梅」も１パック

さ。この機会にお試しを。

通常４３０円が２パック

箱に。電話注文・予約は

ハウスクリーニング
１カ所1000円引！

8000円

※なくなり次第終了、
1人1セット限り ※電話予約は不可

扌

特別ハウスクリーニング予約受付中！

【100世帯限定】
「リビングを見た」で

③トイレ

1080円

通常2160円 ⇒

クリーニング

リビング読者限定 COUPON

■クリーンスマイル・プロ

①キッチン １万7000円

11/25・26・27限定 ４個セット通常1500円 →1300円
左上から右回り ①ルローショコラ ②ショートケーキ
③ドイツ風チーズケーキ ④リキュールマロン

＜18＞

今年最後“切子めんたい”1080円

「赤酒めんたい」お試し切れ子・200g

で５４０円とお得（１人

創業祭ケーキセット

できないので、各店舗へ

早めに来店を。※税込

・下通店
☎096（352）
1251
・上通店
☎096（355）7141
・栄通セカンドサイト店 ☎096（359）6105
・JR上熊本駅店
☎096（342）4588
・ゆめタウンはません店 ☎096（370）5112
・イオン熊本嘉島店
☎096
（235）6780
・ゆめタウン光の森店 ☎096（213）5115
・イオン大津店
☎096
（293）
1315

数量限定です！

60

周年を迎える

日（金）

25

今年で

11

月

日（日）に開催。ケー

「ＳＷＩＳＳ」。毎年恒例

の創業祭が

～

キ４個１３００円のお得

なセットは、この３日間

だけの販売です！

定番の「ショートケー

キ」や創業当時から変わ

らない「リキュールマロ

ン」など、人気商品が１

27

■五山房 壱の蔵 大江・サンピアン店
11月25日
（金）
～29日（火）
限定

※1人2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←

土曜日

食品

リビング読者限定 COUPON

今年で60周年！ SWISS創業祭

リキュールマロンのプティサイズ

2022年11月26日

ココだけの限定情報たくさん

「アイズリフォーム」
公式LINEもチェック！
最新情報を
定期的に配信！
見逃せないお得
商品も多数紹介

「アイズリフォーム
新着情報」
で検索で、
商品詳細もチェック
できます。問合せ・
見積り無料！

会場／ パナソニックショウルーム熊本
住所／西区花園1-5-5
時間／10:00 ～ 17:00
問合せ／アイズリフォーム
営／ 8:30 ～ 17:30、第2・３・
4土曜、日祝日休
アイズリフォーム

検索←

10120・354・365

