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職ホール・キッチンスタッフ時 10時～22時の間で1日2時間～、週1回からOK給 860円
～待昇給あり、制服有、まかないあり、自動車・自転車通勤OK、交通費応相談資アルバイ
ト、パート、フリーター歓迎、未経験歓迎、平日夜・土日入れる方歓迎応まずはお電話ください

箕面市小野原東5-2-1
銀蔵〈ぎんぞう〉

週1回からOK、時間の融通ききます。嬉しいまかないもあるかも!?

2080-1400-3527

時給　860円～
人気の魚料理のお店のスタッフパ ア

新鮮な魚が食べられるお店として評判の当店で一緒
に楽しく働きませんか？ママさんも楽しく働いています！

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！（10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

クリーニング料金
● レンジフード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13,500円
● ガスコンロ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円
● 浴室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13,500円
● エアコン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円
● お掃除機能付きエアコン・・・・・16,500円
※その他の箇所もお問合せ下さい
パック割引 5％～10％OFF

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

　「お客様がわがままを言いやすいお店」を目指した
同店は、その細かな対応力、仕上がりの満足度で口コ
ミでも評判。豊富な経験に裏付けされた確かな技術
で効率よくキレイを約束！「お客様に喜んでいただくの
が第一。だれにも真似できない技術を手ごろな価格
帯で提供したい」と話す吹田店代表の増谷さん。その
言葉通り、汚れに応じた専
用洗剤や特殊工具を駆
使、徹底的に汚れをオフ。レ
ンジフードや浴室のクリー
ニングの仕上がりは感動モ
ノ！年末の大掃除はぜひ相
談してみて。

良心価格で家中大掃除
プロに頼って隅々までスッキリ

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。

取り外せる部品は全て外して徹底ク
リーニング！プロだからこそ出来るワザ。

キッチンや浴室を
綺麗にするなら

輸入壁紙専門店

「 壁掛け時計 or オリジナルPANELをつくろう 」
10月10日（月）・15日（土）・23日（日）・29日（土）
［  各　日  ］11:00～、14:00～

2周年特別ワークショップ開催

※上記の日程が難しい方はお電話にてご相談ください。※価格は全て税別です。

箕面市今宮1-7-10　営／10時～17時　P有り

2072-737-7011
http://www.greedywallstore.com/ 箕面 輸入壁紙　で検索

［  参加費  ］時　計 1,500円　
　　　　　　パネル 1,000円～2,500円（壁紙により異なります）
完全予約制（予約は2日前まで）
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今宮

萱野

今宮西

コーナン
箕面今宮店

アウトレット
セール
最大43％OFF

2周年特別企画

アウトレットセール

アウトレットセール
内容：Trimming wall 作成キット一式
☆DIYセット　☆のり　☆ペンキ
☆無塗装PANEL　45㎝×45㎝　
※壁紙50㎝は別途料金　

HAPPY BAG   6800円 
（ハロウィンパッケージ）

暮らしサポート
プロに任せて安心快適!

　40年以上の実績で全国の医療機関とも提携して
いるニチイの医療事務講座が50％OFFで受講でき
るチャンス！ 通いやすさも抜群で、無料振替制度もあ
り安心。資格取得後は就業も強力サポートしてくれ
る。この機会に最短ルートで一生身に着けられる資
格を取ろう！

ママたちの就活私はこうやって
仕事を見つけました

ニチイの医療事務講座が今だけ半額
医療事務のデビューを全面サポート医療事務資格

「シティライフ見た」と無料説明会にお申込み
の方、医療事務講座が半額（10月末まで）
● 医科または歯科（通学）
　・・・・・・・・・・・・・・・・90,180円→45,090円
● 医科または歯科（通信）
　・・・・・・・・・・・・・・・・60,480円→30,240円
● 医科（DVD）
　・・・・・・・・・・・・・・・・73,440円→36,720円
● 医科コンピューターセット（通学）
　・・・・・・・・・・・・・・144,570円→72,285円

日程 ： 10/  3（月）10時～11時
　　   10/14（金）10時～11時
　　   10/20（木）14時～15時
 会場 ： （株）ニチイ学館 豊中教室
　　　豊中市中桜塚1-4-33 安藤ビル2Ｆ
※千里中央教室、箕面教室もあり
お問合せ ： 20120-781-079（茨木支店 受／9時～17時15分）
※日程が合わない方には、個別相談も実施しています。

無料説明会開催（予約不要）
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吹田市南吹田5-2-5
営／9時～20時　水曜定休

進和リフォーム株式会社 特典
「シティライフを見た」で
6帖洋室1室の
壁クロス張り替え無料！
（外壁塗装された方、
 10月末まで）

　自社社員の施工だからどのお宅に対しても高い品質で施工。安
心の3回塗りで、必要に応じてバイオ洗浄や高圧洗浄でカビや苔
を根こそぎ排除する。外壁のトラブルは塗った時にはわからず、大
体1～2年後なのが怖いところ。同社なら地域密着で10年保証もし
ているので安心。それでいて、職人直請や材料直接仕入れなので
35坪以内55万円（税別、足場代込）という低価格を実現している。

丁寧な仕事や対応に定評あり
1戸建て35坪以内55万円

外壁塗装をしたい！

70120-46-7760
メール:info@shinwa-reform.co.jp

「失敗しない塗装工事
7つの防衛策」をプレゼント！
お電話で申込を。進和リフォーム　で検索

小冊子プレゼント！ 
（先着20名様）

　気軽にできる在宅ワークとして注目される学習教室の
先生。同教室の場合、週2回・１日3～5時間・少人数制
と、無理なく続けやすいのが特長。生徒の学力に合わせて
進めるプリント教材と、学習ソフトやアプリを用いたコンピ
ュータ学習を組み合わせた独自の指導法が確立され、本
部スタッフのサポートも充実しているので、未経験でも安
心だ。「子どもと関わる仕事がしたい」「子育てをしながら働
きたい」というママにピッタリ！生徒と一緒に自分も成長で
き、やりがいを感じられるはず。まずは気軽に説明会へ。

ママにオススメPoint! 
わが子も一緒に教えられる 今なら開設費用の支援も
実子の月謝優遇制度もあり、自分の子どもを一緒に教えることがで
きるのも魅力だ。25周年を記念して、今なら来年2～4月の教室開設
で、開設準備金として5万円をプレゼント！

※参加の場合、前日までに要申込。都合が悪い場合は日程応相談。

スタッド各教室にて
4回無料の「体験学習」
10/14～27実施
申込受付中！

教材やコンピュータに触れながら詳しい説明が受けられる。
気になる教室開設の費用や収支の説明も。個別説明も可。

10/14（金）・15（土）
　　17（月）・19（水）

スタッド大阪本部（左記）
地下鉄谷町線中崎町駅4番出口すぐ

10/17（月） 茨木市福祉文化会館 オークシアター
JR茨木駅・阪急茨木市駅より徒歩10分
※午前の部のみ

10/19(水) 能開センター高槻校
JR高槻駅・阪急高槻市駅徒歩5分

10/21(金） 能開センター西宮北口校
阪急西宮北口駅 北西出口より徒歩3分

指導者募集説明会 午前の部：10時～
午後の部：13時半～（共に2時間程度）

この夏スタートした小学英語も好評。「読む・書く・聞く・
話す」の4技能をバランスよく学習できる。

大阪市北区中崎西2-6-17　
WAO第1ビル
受／10時～18時（土日祝のぞく）

　　　　
スタッド学習教室
（株式会社ワオ・コーポレーション スタッド事業部）

　  0120-017-025
http://stad-gakusyu.jp/

スタッド 先生　で検索

学習教室の先生在宅
自宅で無理なく子育てと両立
やりがいある「ママ先生」に


