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スマホ、
タブレットで
超簡単査定

写真を撮って
送るだけ！

みいち質店
三代目社長 鑑定士 阪本 隆介

尼崎市建家町25番地　営／10時～19時
P1台あり　毎月2・7・12・13・17・22・27日定休

70120-968-358
206-6413-0888
http://miichi-shichiho.com/

み いち質 店

みいち質店　で検索
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みいち質店

〈阪神電車でお越しの方〉● 阪神尼崎駅より西へ徒歩7分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ● 阪神出屋敷駅より東へ徒歩7分
〈お車でお越しの方〉　　● 国道43号線→貴布禰交差点を北に入り、阪神電車の高架を抜けて右折50m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ● 国道2号線→昭和通6丁目交差点を南に入り、約300m直進、左折後すぐ
※お車はレジデンスミイチ③の駐車場にお停め下さい。
※近くにも、コインパーキングがございますので、駐車場に空きがない場合はそちらをご利用ください。
道が分からない場合はお尋ねください。

質屋許可証第631331100001号　古物商許可証第631331100009号 宅配出張買取も
承ります！

手放してお金にしたい品を査定し、価値や買取相場に
基づいた提示金額で買い取ること。新製品登場で相場
が変動する電子機器は質入れより買取がおススメ。

品物を質屋が預かり、その品を担保にお金を融資するシステム。3ヵ月の
預かり期間のあいだに元金+利息+質札を持参すれば、預けた品と引き換
えることができる。さらに1か月分の利息を支払えば預かり期間の延長可。

『買取』とは？ 『質入れ』とは？

注意事項 ： 新規の場合は運転免許証、健康保険証などの身分証明書の提示が必要。18歳未満の買取・質入れは不可。

□ ちぎれたネックレス　　□ 石のとれた指輪　　□ 箱や鑑定書がない
□ 昔はやったものでデザインが古い　　□ 片方しかないピアス、イヤリング
※何でもOK!　状態により、査定金額は変わる場合があります。

大切なお品の査定は宝石のプロにおまかせ
実績＆査定経験豊富な「みいち質店」へ
もう使わないジュエリーに新しい価値を生み出すなら“宝石査定のプロ“「みい
ち質店」へ！長年の実績により、ダイヤ、エメラルドを始め、ルビー、サファイヤ
など多くの宝石を高額買取してまいりました。取引先も多く一般の方でも業者
価格での高額査定が可能です。査定額の内訳も丁寧にご説明するため、女性
や若い方の利用も増えています。古くて使わない、母や祖母から受け継いだが
一度も使っていないなどのお品は一度査定に出してみませんか？もちろん、宝
石以外でもブランドバッグ、高級時計なども大歓迎！

　まずは簡単に査定額が知りたい。来店前に、大体どれくらいの値
段で買取ってもらえるか確かめたい、という方におすすめ。LINEで
「みいち質店」を友達登録後、商品の写真を送るだけでOKなので
とっても手軽！価格に納得すれば来店、忙しいあなたは宅配でも商
品を発送するだけで買取が完了します。

来店または宅配で
買取成立

まずは
友達登録

トークに商品
写真を投稿

およその査定結果
をLINEで受取り

写真は、はっきり 写真の枚数は多い
ほど査定の精度UP

商品の型番や特徴など具体的な
情報があれば必ず撮影を

※確認後に写真や情報の追加をお願いする場合があります。リアルタイムLINE査定対応時間 9：30～18：30（土日祝17：30）

みいち質店

QRコード読み取りで
友達追加

例えばこんなものでも、 買い取ります

女性に優しいみいち質店の‘ポイント’ もちろん
利用は無料、
1点から
でもOK！

出張査定
数が多い、大きい、
重たいなど出張も
お声かけください！

キレイな外観
明るい店内
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宅配査定2 送料はすべて当店
が負担します！

※価格にご納得いただけない場合はお売りいただかなくても構いません。
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｜ より正確な査定額を出す３つのポイント ｜

まずは
お気軽に
お電話を！

ファイナンシャルプランナー、相続診断士、宅地建物取引士
資格試験合格者。不動産会社の全国トップ営業マンから現
職に転身し、ソニー生命最短で部長に昇格した経歴を持
つ。子育てにも全力で取り組み、息子2人を大学医学部に
送り出し、娘も医学部受験に挑戦中。あらゆる分野の知識
に精通しているので、客からのよろず相談が絶えない。
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「知識がなくてもわかる 
  30～60代からの資産形成」
（要予約）

8/24（木）開催の
「生活向上セミナー」にも登壇

神戸市中央区京町80 
クリエイト神戸7F
受／9時～17時

2078-333-1131
（担当：中嶋）
人となりがよくわかる個人HP「丹波通信」
http://tanbatushin.private.coocan.jp/
SL17-3200-0039

　マイナス金利や、トランプ大統領の影響
で乱高下する株式市場など・・・将来の見
通しが立てづらい昨今、この先どう備える
べきなのか不安に感じている人も多いので
は？「お金を殖やす方法は1つではありませ
ん。一部の人にしか知らされていない方法
もあります。まずは正しい情報を集めること
が大切です」と語るのは同社の中嶋さん。
定期的な情報発信とセミナーを開催し、ざ
っくばらんな語り口がわかりやすいと好評
だ。「何をしていいのか全くわからない」とい
う人から、もう失敗したくないという投資家
まで、多くの人の“駆け込み寺”的存在とな
っている。「何でも聞いてください。もし分か
らないことがあっても調べてお返事します」
と頼もしい。ぜひ気軽に相談を。

見通せない将来のお金の悩みを解決へ
頼れる「貯蓄と子育ての達人」

将来の貯蓄に
不安を感じたら

ソニー生命保険株式会社
神戸ライフプランナーセンター 神戸中央支社

詳しくは
P18の
関連記事も
要チェック！

エグゼクティブ 
ライフプランナー（部長）
中嶋 祥人（ひろひと）さん

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！（8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。

ご応募はメールか郵送にてお送りください。応募の動機、郵便番号、住所、氏名、年
齢、職業、ＴＥＬを記載いただき、上半身と全身のお写真をお送りください（随時受付）。
〒566-0001 摂津市千里丘1-13-23　シティライフ読者モデル係
メール info@citylife-new.com
※ご応募いただいた方は登録をさせていただき、ご依頼する際は編集部からご連絡いたします。

CityLife 読者モデル募集中
グルメ・スポーツ・美容・レジャーなど、読者モデルとして実際に体験をしていただけ
る方を募集しています。親子でのご応募も歓迎です。ご応募をお待ちしております！

応募
方法 

「西宮さんぽ」の取材で、今回
は西宮北口へ（P.11）。偶然か、
女性店主ばかりで、しかも一人
でされているという。同じ女性とし
て嬉しく思いました。女性が働き
やすく、活躍できる理想な社会
になるにはまだまだかもしれませ
んが、ママになってもバランスを
取って自分らしく働きたいもので
す（P.7もチェック）。（よしみん）

先日、初めて家族で友達と
キャンプへ行きました。山あり、
川あり、BBQにスイカ割り、キャ
ンプファイヤーと内容盛りだくさ
んで大満足。この調子で夏休
みもしっかり楽しみたいです！み
なさんもP2.3からお気に入りの
おでかけスポットを見つけてくだ
さいね。（小麦色の娘の肌が心
配なみどりな）

先日とある撮影の下見に行っ
てきました。「雰囲気のある良いと
ころですね」とテンション上がり気
味でカメラマンと話しをしていたと
ころ、なんだか体がかゆくて・・・。滞
在時間はたった10分程度でした
が、20か所くらい刺されていまし
た。楽しいことが多い夏ですが、気
を付けないといけないこともたくさ
んありますね。（まえで）

ヴィッセル神戸のポドルスキ選
手のウエルカムイベント取材のた
め、はじめて神戸空港に行ってき
ました。ポートアイランドからさらに
沖合にあるので、海の上をポート
ライナーで走るのはまるで空を飛
んでいる気分でした。離陸する飛
行機を見て、「ああ、どこかに行き
たい」と旅心をくすぐられたのは
言うまでもありません。（まっつー）

編 集 後 記


