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毎週火曜日  20分限りの

タイムサービス実施中！
●11：00～11：20　青果コーナー全品2割引セール
●11：00～11：20　魚コーナー全品2割引セール

年中無休

まねき屋亥子谷店
吹田市山田西1-13-1 106-6875-1122

阪急曽根店

豊中市曽根東町3丁目1-1　ティオ阪急曽根1F
KOHYO 阪急曽根店106-6842-5040SUPER

MARKET

※メンバーさん・アルバイトさん募集中です。
　水産部･レジ、その他のお仕事も募集中です。まずはお電話下さい。

　　　　　　 感謝デー！！

●毎月15日 GG感謝デー！！

スタッフ大募集

106-6846-8001
シェフカワカミ 桜塚店
豊中市南桜塚3丁目6-27

〈種別〉パート募集
〈作業〉事務・レジ・惣菜 など
〈時間〉7：00～20：00
　　　（週20時間以内）

●パート
時給／870円
　　～900円
各部門
まずはお気軽に
お電話ください。

コープ東豊中
豊中市東豊中町4丁目3番13号 106-6848-2561

月掛金は1,000円から
家族みんなの
基本の保障 《たすけあい》

コープ共済

CO・OP《たすけあい》はその名のとおり、組合員同士の
助け合いの気持ちが形になった共済です。生協だから
こそできる、組合員のくらしにやさしい安心の保障です。

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。

●6/20（月）
●6/30（木）

北摂の
スーパーマーケット
INFORMATION

求人情報からお買い得情報まで

魚vs肉特集

6/30
（木） お客様感謝day
父の日特集

九州4県特集

KOHYO 山田店SUPER
MARKET

吹田市山田西4丁目1-2-101
206-4863-5040

山田店
阪急山田駅

デュー阪急山田1F

6/11（土）
   12（日）

6/4（土）
   5（日）

6/18（土）
   19（日）

千　里　店　豊中市新千里南町2-6-12
蛍　池　店　豊中市螢池中町２-４-１７
桜の町店　豊中市桜の町3-5-8
山　下　店　川西市見野2-24-11
茨 木　店　茨木市元町8-1
石 橋 店  池田市豊島北2-4-6

106-6872-8739
106-6843-0589
106-6151-2224
1072-795-1552
1072-665-4567
1072-761-7777

毎日 安い !

クリーニング料金
● エアコン1台・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円
※パック割引適応により
● 2台・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19,000円
● 3台・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27,000円
● お掃除機能付エアコン1台・・・・16,500円
● エアコン室外機・・・・3,000円～6,000円
● 防カビコート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000円

吹田市山田東1-31-A414 
受／9時～20時　土日祝も営業

ハウスクリーニング ラスカル
（株）ラスカル

20120-974-503
http://rascal-suita.com 担当/増谷

　汗ばむ季節、エアコンの手入れは完璧という人も注
目を。その内部は家の中でも「カビ発生ワースト3」に入
るほど、カビが生えやすいそう。問題はフィルターでな
く、実は奥にあるファンの部分のカビ。エアコン自体の
分解洗浄が必要なので、素人にはほぼムリ。でも、プロ
なら分解後に高圧洗浄機
と専用洗剤によりカビ・汚
れを除去、除菌消臭作業
までしっかり！カビはアレ
ルギーの一因になるなど
家族にも危険な存在。カビ
やすい今、丁寧な仕事で
評判の同店に任せて！

困難なエアコン内部の
カビ退治をお任せ

スタッフは店長夫妻を含めた３人態勢で安心感がある。
皆、気さくな人柄で色 と々ワガママも聞いてくれる。

エアコンをつけた時に変なニオイがし
たらカビが繁殖している証拠。お掃
除のタイミング！

十分な洗浄をするためには十分な分
解が必要。時間が掛かっても出来る
限りの部品を取り外して作業する。

エアコンを
掃除したい！

特典
「シティライフを見た」で
初回相談無料
※出張も応相談
（6月末まで・要予約）

　相続に関する事務手続きをサポート
する同事務所。提携コンサルタントが
生命保険を活用した具体的な生前贈
与の対策まで提案ができる。不動産の
名義変更や売却の相談など、これまで
の相続相談事例を元に総合的にサポ
ートできる。特に「相続が発生して、手
続きをどのようにしたら良いか心配」
「夫と死別し、一度相続で大変な経験
をした」「大切な人により多くの資産を
残すため、準備を始めたい」「子どもが
いないので全財産をパートナーに遺し
たい」「遺産をめぐる親族間の争いを避
け、円満に終わらせたい」など幅広い問
題に対応。女性のためのミニセミナー
付き相談会は6/19（日）14時～。
（※左枠参照）。
悩みに合わせた詳
しい話が聞けるの
で、ぜひ参加して。

6月19日（日）相続セミナー開催
生前の対策・具体的な手続きを
相続のプロが総合的にサポート

相続・遺言・
生前贈与で困ったら…

206-6366-8222

大阪市北区西天満5丁目8番15号
八千代ビル別館6階
受／平日9時～20時　

司法書士ひらたオフィス　
（代表司法書士：平田祐子）

（右）ひらたオフィス　平田祐子さん。司法書士。
相談者の悩みに親身に応える優しい人柄で相談しやすい。　
（左）メットライフ生命保険株式会社 コンサルタント　中尾剛さん。
FP。出張個別相談は090-3673-3824へ。

女性のためのミニセミナー付き相談会
講師：平田祐子（司法書士）／中尾剛（生命保険コンサルタント）

・ 遺言書の書き方　・ 相続の事務手続き（不動産・預金・株式など）
・ 生前贈与　など
6月19日（日）　14時～
参加費無料　完全予約制
場　所 ： 千里朝日阪急ビル14階、第5会議室
　　 　  豊中市新千里東町1丁目5番3号 千里中央駅すぐ
申込み ： 06-6366-8222
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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。

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/

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。

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！（6月末まで）

　　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」に相談するのがオススメ！年間
50万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。教材だけでなく、30年以上前
のゲーム機やソフト、子ども服など買取対象は様々
で、高額査定なのも嬉しいポイント。コレクション品な
ど数十万円の買取や、業者
さんからの依頼も大歓迎！
送料無料の宅配買取もOK
とのことなので問合せして
みよう。

使用済みや欠品があっても査定OK
無料出張でまとめて買い取ってもらおう

不要な教材や
おもちゃがあったら

プロに任せて安心快適!

あなたの毎日の暮らしを快適にしてくれるショップをご紹介。

さっそく頼んでスッキリしよう～。

暮らしサポート

日時

会場

入場料

チケット販売所

2016年6月30日（木）

6,000円（全席指定・税込）

吹田市文化会館
メイシアター 大ホール
（阪急吹田駅前）

開演①13：30～ ②17：30～（開場は30分前）

●メイシアター 206-6380-2221
●チケットぴあ（Pコード【285-741】） 20570-02-9999
　（お近くのサークルK、サンクス、セブンイレブン）
●ローソンチケット（Lコード【55414】） 20570-084-005
※未就学児のご入場はお断り申し上げます
※駐車場がございませんので、お車でのご来場はご遠慮ください

株式会社 デカナル
06-6362-7610

http://www.dekanalu.com

チケット
発売中

演奏・三山ひろしバンド『スリーマウンテン』
司会・水谷ひろし


