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　使わなくなった子ども用教材やおもちゃ、ゲ
ームなどが自宅に眠っているなら、無料で出張
買取をしてくれる「トレジャー」に相談してみよ
う。年間10万点以上の買取実績を誇り、使用
済みや欠品のある教材でも査定OK。30年以
上前のゲーム機やソフト、コレクター逸品のフ
ィギア、エアガンなど買取対象は様々で、高額
査定なのも嬉しいポイント。送料無料の郵送
買取もしてくれるの
で、不要なものを賢く
処分したいという人
は問合せしてみよう！

使用済みや欠品があっても大丈夫
無料出張でまとめて買い取ってもらおう不要なおもちゃがあったら

教材・絵本・玩具・ゲーム・フィギュア・エアガン買取
買い取り専門店 トレジャー 
関西買取センター
受/9時～20時　年中無休
古物許可No．大阪府公安委員会
第622010123619号

70120-977-719  https://t-reasure.jp/

買取例
● 仮面ライダー系変身グッズや戦隊ロボ・レゴ・フィギュアなど
● 子供服：メゾ・ラルフ他多数 スポーツブランドも
● 絵本・木製玩具・知育玩具・知育CD・DVDなども

特典「シティライフを見た」で、
買取額20％UP！（4月末まで）

ディズニー英語システム・七田式・中央出版など買取例は多
数。資格取得教材（フォーサイト・TAC）、有名塾の教材や通
信教育教材・知育玩具なども。

ゲームは昔のファミ
コンから最新機種ま
で、壊れた本体や
箱・説明書のない昔
のソフトでも。

大阪市中央区北浜4-1-21　住友生命淀屋橋ビル8F
馬渕教室・㈱ウィルウェイ

勤務地:高槻浦堂校・JR茨木校・南茨木校・小野原校

206-6231-6000 （淀屋橋本社/採用担当）

正 月給23万円以上（※中途入社最低額） 契 月給20万円以上　パ 時給900円～

パ ア 進学塾校舎事務正 契 パ

職電話対応・受付等、塾運営に伴う事務作業時正契14時～22時（実働7h/休憩1h）、パ17
時～22時（実働5h）休正契日・祝・GW・夏季・年末年始・有給休暇待交通費規定支給、正契昇
給・社保完（※委細面談）資基本的なPCスキルのある方歓迎、パ曜日固定で週2～3日入れる方
応応募先/willway-oubo@saiyou-center.jpへメール※必須:姓名/雇用形態/アドレス/年齢

職スタイリスト・Jｒスタイリスト・アシスタント資 美容師免許 時 平日10時～19時半
（日・祝9時～18時半）待 雇用・労災保険、顧問講習無料、交通費支給(15,000
円迄)、役職手当　時間短縮社員あり。パートの方は時間応相談、まずはお問い合わせください。

高槻市高槻町9-17　第三吉廣ビル1F
QUADE＋m  〈クアドエム〉

時短、週1～勤務OK！子どもが帰るまでの時間で働けます！

2072-685-1727 http://quade.me/  担当／大林　

スタイリスト 月給 20万～、時給 950円～
Jrスタイリスト 月給 18万～、時給 900円～
アシスタント 月給 16万～、時給 860円～

スタイリスト・Jrスタイリスト・アシスタント正 パ

ブランクある方でもOK！
明るい方待ってます。

JR高槻駅徒歩3分
阪急高槻市駅
徒歩5分

職 ①営業スタッフ（不動産営業）②営業事務 時 9時半～18時半 地 茨木市上中条
2-2-25（営業エリア：吹田・豊中・箕面・茨木・摂津・高槻が中心）休水曜他、第2・4火曜日
※Ｇ.Ｗ.※年末年始※夏期休暇（年間休日110日程度）給①（正）月給22万円～（+成果
報酬）②（パ）時給1,000円～資要普通自動車運転免許（ＡＴ限定免許可）待交通費支
給（月額20,000円）、昼食手当、成果報酬あり※研修期間（3ヶ月）

茨木市上中条2丁目2-25株式会社プラットホーム

○○○専門店のホール・キッチン

「いい住まい探そう北摂」　きっと見つかるプラットホーム　スタッフ募集！

パ ア

2072-665-7113　　            　　　担当：平居

月給22万円～・時給1,000円～
営業・営業事務正 パ 阪急・ＪＲ茨木

徒歩約13分

171r　で検索
茨木市東奈良で新築
戸建3月中旬完成予定

時（A）10時～14時/17時～21時（B）9時～14時/14時～17時/17時～21時→1日3h～週3日～
OK、時間・曜日応相談※（A）高校生時給900円[資]（A）は要原免待 服、従業員割引他宅配は双葉町
店のみ。片道10分くらいのエリアなので無理なく走れますよ！応まずは気軽にお電話ください

茨木市双葉町14-8/茨木市竹橋町6-13
（株）デリカショップ モリガキ  双葉町店/竹橋町店

地域密着のお弁当屋さんです。2号店オープンの為スタッフ大募集

2072-634-3272 受付は双葉町店　※日曜休み

時給　(A)970円～ (B)900円～ ※昇給有 (B)高校生860円
お弁当・お惣菜の（A）バイク宅配、（B）店内販売・調理パ ア 阪急茨木市駅

徒歩2分

3月4日（金）は「恒例まぐろ祭り」

3月12日（土）は「恒例まぐろ祭り」

◆大 塚 店　70120-342941

3月5日（土）は「恒例まぐろ祭り」
◆聖ヶ丘店 70120-782941◆栄 　 店 70120-290194

ミートモリタ屋
◆富田店 70120-502941
3月12日（土）は「恒例まぐろ祭り」

行楽弁当 予約受付中

タカツキ

いちば 1072-685-1755
営／あさ10時～よる7時まで　毎水曜は定休

センター街中央

肉　　　　　 の

つ づ み 屋

高槻市高槻町18-1

高 槻 地 ど り

総 菜 ・ 弁 当

ライブキッチン 阪急上牧駅前で営業しております。
スーパーフレスコ上牧店
高槻市神内２丁目13-40 1072-684-4711

24時間営業
ア
ル
バ
イ
ト

募

　
　
　集

〈時給〉840円～
〈内容〉1日4時間/週3～5日勤務
　　　時間帯要相談

詳しくは
お電話にて店長まで
ご連絡下さい。

決算セール   3 月24日（木）～26日（土）

のとき、どうすればいいの？

職 職種 待 待遇 時 時給 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→

高槻市高槻町6-12　
営／9時～19時　
日・祝・第3・4土曜定休

2072-685-7078
HPは「井上質店　高槻店」で検索！

井上質店 高槻店

　相続で譲り受けた大切な指輪や貴金属は、確かな
腕を持つ質店に見てもらいたい。1950年創業の井
上質店は信頼があり、他店よりも高値がつくので「買
い取り額･預かり額に満足」と評判。シニア世代に浸
透した『終活』で、生前整理や遺産整理の相談、査
定が増えてきているそう。また放置したままのカメラ、ノ
ートパソコンといった電化製品の他、ギターなど楽器
類も対応。安心の無料査定なので、気軽に相談を。

身近な品から遺品整理まで
確かな目利きができる信頼店

他店では見てもらえなかった脇石小粒
ダイヤもOK！

相続で譲り受けた品があれば

店主は宝石鑑定士
（GIAG.G）の資格保持者。

♦取り扱い商品一例♦
金・プラチナ/ダイヤモンド・宝石/時計/ブラン
ドバッグ/楽器/カメラ/iPad、iPhoneなどタ
ブレット関連/その他
※取扱商品が幅広いのでホームページにてチェックを。
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［2/22現在の金相場による当店買取金額］
※K24（1ｇ）4,510円、K18（1ｇ）3,400円での計算
● K24の指輪（5ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22,500円
● K18のネックレス（20ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・68,000円
※付属品の欠品は減額になる場合有（いずれも時計
　ブランド品買取の場合）
※初めてご来店は身分証明証と印鑑をお持ち下さい。

大阪府吹田市江の木町1-39 セーレ江坂7F　※東急ハンズ向かい
関西ブライダル 江坂 検索

↑

（PC）

ホームページ http://www.bridal-eterna.com
関西ブライダルはCMSマークを取得しました。結婚相手紹介サービス業マル適マーク

関西ブライダル江坂店［エテルナ］結婚
相談

営／10時～20時　休／火曜日

帝国ホテル大阪
11時～
男性：28歳～42歳位まで
　　 （四大卒or年収30０万円以上の方）
女性：25歳～38歳位まで（高卒以上）

【30代メイン】

スイスホテル南海
3/13●日

3/27●日

11時～
男性：28歳～42歳位まで
　　 （四大卒or年収350万円以上）
女性：25歳～38歳位まで（高卒以上）

【30代メイン】 17時～
男性：55歳～72歳位まで
　　 （年収300万円以上）
女性：46歳～69歳位まで
　　 （高卒以上）

【趣味・価値観重視！】

14時～
男性：42歳～57歳位まで
　　 （四大卒or年収400万円以上）
女性：37歳～52歳位まで（高卒以上）

【40代・50代メイン】

14時～
男性：42歳～57歳位まで
　　 （四大卒or年収400万円以上）
女性：37歳～52歳位まで（高卒以上）

【40代・50代メイン】

17時～
男性：52歳～69歳位まで（年収700万円以上）
女性：39歳～59歳位まで（高卒以上）

【エグゼクティブ婚活】

男女とも8,500円

参加費は　　　

男女とも10,000円
男性10,000円 女性15,000円

参加費は　　　

①婚活パーティスタート
着席し1対1で3～5分お話いただき、
第一印象をチェック。
②食事付きフリータイム
食事時間は20分～30分。なるべく多く
の方と話をしましょう。
③アプローチタイム
10分～15分のアプローチタイム。お
気に入りの方にアピール。
④司会者による参加者紹介タイム
最終チェックに向けてお気に入りの
方、気になった方の名前をチェック。
 ⑤最終チェック
マッチング表にまた会いたい人の番
号を記入。

婚活パーティーの流れ

婚活の第一歩！
お見合いパーティに参加しませんか？
婚活の第一歩！
お見合いパーティに参加しませんか？

シティライフ読者限定
パーティ参加者20％OFF
シティライフ読者限定

パーティ参加者20％OFF

男女とも10,000円

他のパーティ情報は
ホームページをご覧ください。




