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LINEの友だち追加でお得なサービス→

リビング読者限定のお年玉キャンペーン

驚きの価格！
エアコン1台6500円～

　昨年６月にOPENし、その安
さと丁寧さから多くの反響をよん
だ「エアコンドック」。うれしいお
年玉キャンペーン実施中です！

　同社オリジナルの洗剤を使い、
エアコン部品を溶かさず、汚れの
みを分解してスッキリキレイに。
有害物質が出ないので、小さいお
子さんやペットがいる家庭にもオ
ススメです。もちろん洗浄後のイ
ヤなニオイもしませんよ。
　お年玉キャンペーンは2月28
日までに申込み、３月31日まで
に施工した人のみ。お早めに。

エアコンドック 熊本中央店

掃
除

消臭・抗菌コートのオプション付き！

エアコンドックの洗浄剤がすごい！

住所／西区上熊本2-10-14-201
受付／9:30～ 17:00
　　　日曜・祝日休

☎050（3690）2312
エアコンドック 熊本中央店

R5.2.28までの申込み（～3.31に施工）

リビング 特典

ビフォー アフター

予約時に「リビング見た」で
●見積額から500円オフ

エアコンフィルターの消臭・抗菌！
●オリジナル洗剤液進呈

●業務用エアコン…1万5000円～

●壁掛けタイプ
•1台…7000円（期間中は特典利用で6500円）
•2台…1万3000円　•3台…1万6500円

※税込
※お掃除機能付きは1台につき＋2000円（税込）

※業務用エアコンの現地調査見積もりします

●有害物質を不使用！
防汚・防サビ・消臭・除菌
　などの効果に期待できます

●部品を傷つけない
　 汚れのみを分解して
　 キレイを実現
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１月29日（日）・30日（月）、フェア開催！

TOTOバス88万円～、
キッチン55万円～！

　１月29日（日）・30日（月）、
TOTOショールームでリフォー
ムフェアを開催。春以降、水回り
商品も各メーカー値上がりされる
予定。今のうちに、ショールーム
で商品検討から始めませんか？
　柔らかくて足元あたたか、お手
入れも楽々なほっカラリ床が標準
装備のバス「サザナ」が標準工事費
込で88万円～と、来場者限定価

格！　トイレ・エコキュートも本
体価格と標準工事費込でお得です
＝右表。ショールームではキッチ
ンも55万円～で登場しています。
来場時は事前に電話予約を。

MPS（株）

リ
フ
ォ
ー
ム

MPS（株）
☎096（321）6481

１月29日（日）・30日（月）
＠TOTO熊本ショールーム

営／9:00～18:00、日祝休
住／北区楡木5-12-51
※すべて税込

＊フェア会場⇒
（中央区萩原町17-53、右地図）
時間／10:00～ 17:00

❶ バス「サザナ」  （1616サイズ・Sシリーズ）

ほっカラリ床付き

❷ トイレ「TOTO ZJ」  

❸ パナソニックエコキュート

（標準工事費・税込）

（税込）

（税込）

【限定５台】

【限定５台】

【限定５台】

本体価格＋標準取替え工事込の特別価格！

本体価格＋標準取替え工事込の特別価格！

88万円～

10万9800円

35万8000円

※排水の位置により、料金が変わる場合あり

ヒートショック対策にも◎
保温性の高いお風呂は

家計にも優しい！

トイレ「ZJ」は節水洗浄で

真冬も真夏も庭仕事はプロにお任せしませんか？

選べる「定期サービス」で
無理なくお庭をキープ！

ダスキン御領支店

ハ
ウ
ス

●「お庭をキレイに」定期サービス
　1回分の料金で体験ができます！

住所／東区御領6-7-47
営業／8:30～ 17:00、土日祝休
※料金は税込

☎096（380）9933
℻  096（380）9009

申込み・問合せ

雑草対策や

庭木の剪定もお任せ

樹木は元気に、芝生は青々と！
全国展開「ダスキン」の年間管理で

　体力的にも技術的にも、自力で
庭を管理するのは限界がありま
すよね。そんな人に、ダスキン御
領支店の「お庭をキレイに」定期
サービスが選ばれています。
　庭全体の掃除はもちろん、樹木
や芝生の水やり、草取り、軽剪
定、雑草・病害虫対策など、専門
のスタッフが2人がかりで定期的
にお手入れ。要望や庭の状況に合

わせて、適切な作業プランを提
案してくれます。時間と頻度も、
4つのコースから選べますよ。ま
ずはお試ししてみませんか？

1カ月に1回コース（年12回）
　1回60分…1万4960円／ 1回
　1回30分…9350円／ 1回
2カ月に1回コース（年6回）
　1回60分…1万7600円／ 1回
　1回30分…1万1000円／ 1回

お庭をキレイに定期サービス

2人1時間で
庭のあれこれ 1万4960円！➡
草取り・芝刈り・落ち葉掃き・草花のお手入れ等

※体験は1回限り。料金は事前訪問の上見積します。他割
引との併用不可。重量物の運搬・移動、住居の修理・修繕、
高所作業（3m超の場合）、不要品引取り、作業時に発生し
たゴミ回収はできません。天候・環境により体験ができな
い場合や内容を変更する場合があります。

初回お試し料金

「お庭をキレイに」
定期サービスの
詳細はこちら

ネ
ッ
ト
注
文
可

●送料/無料　●発送/注文より1週間程度　
●配送/ゆうパケット（ポスト投函）にてお届け　●返品/不可
●支払/振込、クレジット
※特別価格での購入は1世帯1回限り、1セットまで
※個人情報は商品の発送と案内のみに使用されます

トリプル成分でサヨナラ、手・肌のトラブル！

やっぱりスゴイ「馬油」の
保湿力！　家族で愛用を

　香りとベタツキでごまかさな
い、“本物の保湿力”を追求したハ
ンドクリーム。創業140年を超
える老舗製薬会社「リバテープ製
薬」が、長年の馬油研究のもと生
み出した逸品です。
　肌なじみの良い馬油と、お肌を
柔らかくする尿素、ヒアルロン酸
のトリプル成分、ほか4種の植物
エキス配合で、ワンランク上のし

っとり感が長続き。馬油特有のベ
タツキやニオイもなく、のびも良
いから、男性やお子さんにも使い
やすいと好評。家事の合間にも気
軽に使えます。「冬のあかぎれや
ささくれは仕方ない」と諦めてい
た人も、「このレベルの保湿力を
求めてた！」と絶賛。しかも、手
だけでなく肘やかかとまで、これ
1本でカバー。ぜひお試しあれ。

リバテープ製薬

美
容

手のひらに2㎝ほどとり、
しっかり温めて全体に馴染ませましょう 住所／北区植木町岩野45

受付／9:00～ 17:00

0120・199・845
リバテープ製薬
通話無料

初回限定2月11日（祝・土）まで 先着100人限定

割引&1本プレゼントキャンペーン
馬油配合 薬用エニールハンドクリーム（医薬部外品）

もう1本無料でプレゼント

通常1本1760円 2本セット
特別価格2860円！→

（税込）

さらに！

菊池の自慢野菜を収穫、農業体験ツアー第２弾

　菊池地域の農業を気軽に楽しめ
る体験ツアー。前回好評につき、 
早くも第２弾が決定です。
　今回は、新鮮な農薬不使用のネ
ギ、健康にも美容にも良いと注目
されているスーパーフード「キク
イモ」の手掘りに挑戦。お昼はダ
ム湖を見渡せるキャンプ場で、そ
れらの野菜を使ったヘルシー弁当
を堪能できます。お腹が満たされ

た後は、老若男女楽しめる注目
のアウトドアスポーツ「モルック」
を体験！　名水で淹れた自家焙煎
珈琲を味わいながら、ゆったりと
した時間を過ごせます。申込みは
Web限定です。

旅行企画実施／（株）JTB熊本支店

レ
ジ
ャ
ー

☎096（325）8113
所在地／中央区下通1-8-22 JTBビル2階
登録番号／観光庁長官登録旅行業第64号（一般社団法人日本旅
行業協会正会員）、総合旅行業務取扱管理者／吉川正二郎、担当
者／白石大騎　※掲載写真はすべてイメージ　※価格は税込

（9:30～17:30、土日祝休）

旅行企画実施／（株）JTB熊本支店
主催／熊本県県北広域本部

採れたて野菜をひとかじり
自然の中で健康実感！

Web申込限定→
詳細・申込はアクセス
先の「JTB HP」から！

キャンプファイヤーを囲んでの
コーヒータイムも

工藤さんが丁寧に教えてくれます！

【日帰りバスツアー】 農家さんとの
ふれあい&新鮮食材堪能農業ツアー
●出発日／ 2月25日（土）　●旅行代金／1人4990円

【行程】9:00桜町バスターミナル ＝ 9:40光の森駅 ＝
10:30まんしん未来（キクイモ・ネギの手掘り体験、
まんしん未来代表・工藤さんのお話、野菜販売） ＝ 
12:30ドラゴンキャンプ場（ヘルシー弁当の昼食、モル
ック体験、コーヒータイム） ＝ 15:00 道の駅旭志（買い
物） ＝ 16:00光の森駅 ＝ 16:40桜町バスターミナル着

※食事／昼食付き、添乗員あり、最少催行人員10人、利用バス会社
／九州産交バス ※雨天時は一部内容が変更になる場合あり

浴室暖房機付き


