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安心安全のHOYA製レンズ
● 薄型非球面設計（2枚）……………………3,900円
● 薄型遠近両用（2枚）………………………9,900円
● 超薄型非球面設計（2枚）…………………5,900円

全てのレンズに
高い安全基準の
HOYA製のレン
ズを使用。豊富
なフレームは千
種類以上もある。

薄型遠近両用HOYA製
レンズフレーム込みで13,800円～

高槻市芥川町2-8-20
営／10時～19時　木曜定休

高槻ロイド

2072-682-0149

特典
「シティライフを見た」で
フレーム&レンズセットを購入の方→1,000円OFF
（7月末まで）

　通常では難しい「フレーム持込レンズ
交換」が可能なお店！“度”が合わなくなっ
てしまった慣れ親しんでいるどんなメガネ
も、某百貨店で経験を積んだ熟練スタッ
フの技によって一生涯使
える愛用品に。「このメガ
ネお気に入りだったけ
ど・・・」とあきらめて眠っ
ているメガネに、もう一度
光を！

レンズのみ交換ができるお店
眠っているメガネにもう一度“光”を

メガネの買い替え・
レンズ交換でお悩みなら

クリーニング料金
● エアコン1台・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000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
カビ退治はプロにお任せ

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
掃除するなら！

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://toy-kaitoru.com/

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。

特典　「シティライフを見た」で
買取額20％UP！（7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

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
●シルバニア・リカちゃん人形・プラモデル他
●絵本・木製玩具・知育玩具・知育CD・DVD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。

暮らしサポート
プロに任せて安心快適!

　今回は、茨木の隠れ家的なお店『池輝（イケ
テル）』に行ってきました。ランチメニューは池輝
御膳1490円の1種です。セットを持ってきてく
れて、土鍋で炊いたご飯をよそってくれます。で
はでは一口！ウルトラメチャ旨い！噛めば噛むほど
甘みがでるご飯で美味しいです。続いて、鯛の
お造りを。ではでは一口！超ウルトラメチャ旨い！
すごく口解けがよくて、こんな甘い鯛を食べたの
初めてです。そして、約150gぐらいある牛肉ス

テーキを。ではでは一口！
ウルトラメチャ旨い！レア
感の焼き加減がいいで
すね～～。今日も大満
足のランチでした。

取材協力

池輝御膳1,490円vol.39

茨木市玉櫛2-18-3
営／11時～15時(L.O14時)
17時半～23時(L.O22時)
月曜・第一日曜定休
☎072-637-7788

池輝 （イケテル）
特典　
「シティライフを見た」と予約で
能勢ウーロン茶を1杯サービス！
（7月末まで）

赤身のステーキなん
ですが、結構柔らかく
てジューシーで美味
しいです。ボリューム
もあって、付け合わ
せの玉ねぎも甘くて
美味しい。コストパフ
ォーマンスがとんでも
なく良いです！

！！

♪ 北摂を中心として美味しい
店を食べ歩いている人気の
有名グルメブロガー。

ブログは
「プーさんの満腹日記」
で検索

このコーナーは、美味しい店を知り尽くすグルメブロガー
「プーさん」からの、おすすめグルメ情報を紹介していきます。
ブログもチェックしてみてください。
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野立て設置　B社の場合

お問合せは 7 0120-1504-52
茨木市上郡2-13-14 ゴウダC&Eビル 4F
ゴウダ株式会社

受付／10:00～17：30 土・日・祝も承ります

ゴウダ株式会社 検索ぜひ一度チェックしてみてください いいね！ お願いします！

屋根設置  Ａ社の場合
滋賀県長浜市
導入費用 8,000万円
（377.5kwシステム）
年間売電価格 895万円
（394,719kwh）
利回り11.18%

お悩みをゴウダに
お任せください！

●持て余している土地をどうしよう
●屋根のメンテナンス費用を抑えたい
●今更、太陽光発電に投資するなんて…

利回り10％以上を実現可能です。
和歌山県那智勝浦町
導入費用 980万円
（51.84kwシステム）
年間売電価格 123万円
（54.432kwh）
利回り12.55%

施工実績
20,000棟
以上

安心の施工補償

20年間
長期補償

取り扱い
メーカーが
国内外問わず
豊富

売電単価
21円

2072-643-4126　http://sumireno-yu.com

茨木市清水1-30-7
営／平日9時～翌2時、土日祝日6時～翌2時
　　（最終受付1時）
年中無休　P200台完備
阪急山田・北千里駅、北急千里中央駅、JR茨木駅、
阪急茨木市駅から無料送迎バス有り

●入館料
大人（中学生以上）・・・・750円
小人（5才～小学生）・・・370円
幼児（3才～4才）・・・・・・・100円
※2才以下無料

●爽健美汗（岩盤浴）
大人（中学生以上）・・・・750円
小人（3才～小学生）・・・370円
※3才未満のお子様の
　ご利用は不可

①入館料・・・・・・・・・・750円→550円
②岩盤浴・・・・・・・・・・750円→550円
　 （時間無制限、専用着＆敷きタオル付き）
　※コピー不可、1枚で5人まで利用可
※他サービス券との併用不可
※岩盤浴のみのご利用は不可
（2017年7月31日（月）まで）
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　豊富な源泉が毎日湧き出る極上の源泉
掛け流し温泉「すみれの湯」。開放的な露
天風呂や体の芯まで温まる炭酸風呂など
のお風呂で身も心もゆっくり癒されてくださ

い。食事処や休憩
スペースも充実し
ているので、家族
や友人とゆっくりお
楽しみください！

温泉＋岩盤浴＋ラドン温
室療法。ホルミシス効果
で、免疫力を上げ細胞
が活性化します。岩盤
浴付きで40分4,000円。
お得な回数券も販売中。


