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「ウルウル感動買取」でおなじみのエコリングがお届けする

タイムズ

Vol.18
連載企画

http://www.eco-ring.com

ご来店の際は、必ず身分証明書をご持参下さい。
（要 運転免許証・保険証など）
兵庫県公安委員会 登録番号 第631600300036号

エコリング 検索
※営/11時～18時30分

シティライフ読者限定特典
●［2回目以降の来店で］買取金額が1万円以上の場合… 買取金額 1,500円ＵＰ
●［ご新規様］買取金額が1万円以上の場合… 買取金額 1,000円ＵＰ

査定額 10％ＵＰ●買取金額が1万円未満の場合…

※他券との併用はできません。※商品券・貴金属は対象外となります。※出張買取でも利用可。

2016年2月末まで有効

70120-541-850
「シティライフを見た」とお伝えください。

まずはこちらからご予約ください

　当店の無料査定では、なぜその価格なのかと
いう根拠をしっかり説明いたします。その上で、提
示金額にご納得いただいた場合のみ買取らせ
ていただきます。そのため、鑑定士は「このお店
に売って良かった」と満足していただくため、日常
的に売れ筋商品や鑑定スキルの研鑽に努めて
います。また、たとえ使いかけでも、壊れていても、
使い倒したボロボロのものでも、基本的にお断
りしません。「頂き物なので価値がわからない」と
いう商品でも、ぜひお気軽にお持込ください。

査定はしっかり根拠まで
納得感を大切に

その場でスピード査定
お待たせしません
　各店には、知識と経験が豊富なプロ鑑定
士が常駐しており、商品をお預かりすること
なく、お持込みいただいたその場で即査定を
させていただきます。平均してお客様お一人
あたりの査定時間は5～15分ほど。できるだ
けお待たせしないよう心がけております。早
いと言っても、もちろん商品は一つひとつ丁
寧に鑑定・査定しますのでご安心を。また、
店頭に商品を並べていませんので、小さな
お子様をお連れの方も大歓迎です！

　今回は、もう使わないにも関わらず、「もった
いないから・・・」とついつい置いたままにしがち
なアイテムの買取事例をご紹介します。意外と
何でも値段がつきますので、探してみてはいか
がでしょうか？

女性の鑑定士もおりますので、お洋服やクツのこと
も安心してご相談いただけます。一点や少量からで
も丁寧に対応いたします。

明るくキレイな店内にはソファとウォーターサーバー
を完備。お待ちいただく場合もゆったりくつろいで
いただけます。

こちらの限定特典
をご持参下さい

出張費無料
（完全予約制）

査定だけでも
大歓迎

兵庫県で
400件/月の実績

※状態によって価格は変動する場合がございます。
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鑑定士がイチオシの
アイテムを紹介します

スピードラーニング 1～48セット
買取金額 30,000円

リファカラット
買取金額 3,000円

ヤマハ トランペット
買取金額 8,000円

ヴィトン モノグラム 
スピーディ30
買取金額 22,000円

国際的な貴金属専門
機関の資格を取得
　エコリングには、国際的に
認められた「GIA(米国宝石
学会)」の資格を取得した鑑
定士が在籍しておりますの
で、ジュエリーや貴金属類の
価値を見落としません！
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店頭に立つ鑑定士が、
店名のない一般車両で
お伺いしますので
ご安心ください！

7 0120-157-850
神戸市中央区北長狭通3-6-4
SKビル1F
JR元町駅東口より徒歩1分

神戸店
7 0120-318-251
灘区水道筋6-5-2 稗田ハイム １F
阪急王子公園駅 東出口より徒歩2分

住吉駅前店
7 0120-850-198
東灘区住吉宮町4-3-13
東急ドエルアルス住吉駅前103
JR住吉駅 南口より徒歩30秒

六甲道店
7 0120-415-850
灘区深田町3-1-15
ライオンズマンション六甲道第3 1F
JR六甲道駅より南へ徒歩30秒

東灘店

甲南山
手

東海道
本線

山手
幹線

セルバセルバ

トヨタ
ゾナ神戸

2
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7 0120-007-109
東灘区森南町1-6-11
サンライフつちやビル1F
JR甲南山手駅より南へ徒歩2分

0.5ctダイヤリング
買取金額 105,000円

六甲道店 店長　鑑定士 熊谷

私自身、時計や宝石に興味が
あり、鑑定に自信があります。
整理収納について学んでいま
すので、お片づけ方法につい
てもお気軽にご相談ください。
お客様が売却して良かったと
思える接客を心がけています。

お客様負担完全ゼロの出張買取もございます

○○○専門店のホール・キッチンパ ア
JR○○駅

時給　介護職850円～（パ）、看護職1,500円～（パ）
介護職／看護職　募集正 パ 阪神石屋川駅より

徒歩5分

　駅から5分といった好立地にある、ホテルみたいに綺麗な施設で
す。無資格・未経験の方、主婦や学生の方も大歓迎！20代～60代
の方が、明るく楽しく働いています。働きながら無料で資格が取れる
支援制度もあります！勤務時間も相談に乗りますので、ライフスタイル
に合わせた働き方を！まずはお気軽にお問合せください。

駅近、時短・有給・正社員登用あり。無資格・未経験でも丁寧に指導いたします。

神戸市東灘区御影塚町1-10-13

医療法人社団 甲有会 
介護付き有料老人ホーム
グループホーム

アルテ石屋川 

2078-811-6811
（担当／平橋）
Mail：arte-ishiyagawa@kouyukai.jp 

①介護職（パ）　 　 　 　 給 850円～1,000円 諸準夜勤手当…1,000円／回、深夜勤手当…
3,000円／回。※正社員も募集【正社員209,000円～（夜勤・各種手当含む、処遇改善手
当は入職3ヵ月後から）】 資介護福祉士・ヘルパー（無資格・未経験でも可） 時①7時～16
時②9時半～18時半③10時～19時④12時～21時⑤14時～23時（準夜勤）⑥22時半～
7時半（深夜勤）※上記時間以外でもご相談に乗ります。 ※資格取得支援制度あり
②看護職（パ）　 　 　 　 給 准看護師1,500円～、正看護師1,600円～ 時 8時半～17時半※時短勤
務の相談可。 ※正社員も募集【准看護師23万円～正看護師26万円～（資格手当込）】　土
日祝日を交代で働ける方優遇
待 社会保険完備、有給休暇有、研修体制も整えてあります

【求人概要】

甲有会　で検索

職 職種 待 待遇 時 時間 地 勤務地 資 資格 給 給料 諸 諸条件

求人コーナーへの掲載お申し込み・お問い合わせは

206-6338-0640 「求人コーナー係」まで

『住みなれた街で働きたい』そんなアナタを待ってます！ 地元で働く女性のための求人サイト地元で働く女性のための求人サイト

http://machishigoto.
citylife-new.com/

毎月更新→

職①スタイリスト②アシスタント（中途）③スタイリスト（パート）時 9時～18時地 神戸市東
灘区住吉本町1-7-8 ステーションプラザアバニティ１F（CALYX 住吉駅前店）／神戸市東
灘区住吉本町1-5-8 モンシャトーKビル２F（LOVELY 住吉店）休 週休2日制、月6日or8日
休みの選択制給①（正）月給23万円～（月5～6日休みの場合）、21万円～（月8日休みの
場合） ②（正）月給15万円～ ③（パ）時給950円～資要美容師免許

CALYX　住吉駅前店株式会社 ラブリー

○○○専門店のホール・キッチン

明るく、元気な方募集！資格を活かして働きませんか？

パ ア

2 078-856-5154
LOVELY　住吉店
2 078-843-1755 担当／枡田

JR○○駅
月給 23万円～/21万円～ ・ 時給950円～

スタイリスト・アシスタント正 パ JR住吉駅から
徒歩約2分

（関連記事 P.10 参照）

P

シティライフは
今年で30周年を迎えます

地域で使えるポイントアプリ「CLポイント」。ポイントは現金と同じように使うことができるのでとってもお得！
カフェや美容院など様々な加盟店で利用できます。どんどん利用し、お得な買い物をお楽しみください！

※1ポイント＝1円　※CLポイントの利用は各参加店により対象商品が異なります。アプリ内の店舗情報をご確認ください。

CLポイントアプリはiPhoneの「App 
Store」や、アンドロイドの「Google play」
で無料でダウンロードできます。

「CLポイント」で検索して
アプリをダウンロード
※CLポイントの
　ホームページも
　ご参照ください。

■詳しくは、http://cl-point.com
【問い合わせ先】 E-mail clpoint@citylife-new.com   FAX 06-6368-3505

阪神・神戸地域で使えるポイントアプリ

CLポイントを
ダウンロードしよう

100ポイントプレゼント！100ポイントプレゼント！

●①

●

●

●

④

② ③
※1,000名限定

お店のスタッフに「CLポイント
を利用」と伝え、精算時には、
アプリを準備しよう。
「使って貯める」時は「使う」
だけでポイントも貯まります！


