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高槻市紺屋町6-18（松坂屋南側）
営／10時～18時

西川チェーン 
眠りショップわたや館

2072-685-0557
http://www.nemurishop.jp

　朝起きて肩や腰が痛い、何回も起きて
しまうといった人は睡眠の質が悪いか
も。 一日の中で一番長く過ごす寝具だか
らこそ、自分の体ににぴったり合う枕でぐ
っすり眠りたい。眠りショップわたや館
は、失敗しない寝具選びのために、店で
の体験と自宅でのレンタルサービスを行
っている。専門スタッフが快眠をサポー
ト、アフターフォローも万全。無料でカウ
ンセリングをしてくれるので、まずは気軽
に相談してみよう。

オーダー枕のお試しレンタルで
快眠を体験しよう

計測で高さと首の長さを計り、理
想的な寝姿をチェック。測定デ
ータを元に、好みの素材の中材
を1グラム単位でを調整して作
成。違和感があれば再度調整し
てオーダー枕が完成する。既製
品も数多く揃うのでいろいろ試
してこだわりの枕に出会える。

「ぐ～っすり快眠したい」
「自分に合う枕が知りたい」なら

〈秋の羽毛布団・無料相談会〉
「ピンからキリまであるけどどう違うのか
わからない」
「いつが買い替え時？リフォームするべき？」
「通販購入はどう？」
などの疑問に「羽毛診断士」が
適切にアドバイス！
電話、メール、各SNSでも相談可。
「シティライフを見た」とお気軽にどうぞ。
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西川チェーン 眠りショップわたや館　で検索
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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
（12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

茨木市西駅前町14-19　
茨木第二ビル7F
営／8時～20時

2072-648-7278
https://osouji-osaka.com

OPEN記念特典 全メニュー20％OFF
・エアコン（壁掛け小型）・・・・・・・9,980円～→7,984円～

（2台目以降割引あり）
・レンジフード・・・・・・・・・・・・・・・・13,500円～→10,800円～
・浴室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12,420円～→  9,936円～
・キッチン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12,420円～→  9,936円～
※他券との併用不可※詳しくはHPまたはお問い合わせを
（11月末まで）

　日頃のおそうじ、手の届かないところや見えない
ところが気になる方におすすめ。厳しい研修に合格
したプロがおそうじに来てくれる同店。プロの視点
で隠れた汚れも見つけ出し徹底的にキレイにしてく
れる。お見積り無料！お見積り後の判断でもOKな
ので安心！しかも今なら訪問お見積りされた方限
定で粗品がもらえる。さらに、オープン記念で全メ
ニューが20％OFFなのでとってもお得！年末年始
に向けて、お得にハウスクリーニングをしてみては。

“診断無料” 店舗やオフィスも手掛ける
プロによるハウスクリーニング　

エアコンを分解し、エコ洗剤を使用。
高圧洗浄で洗い流し、内部に潜むカ
ビやほこりを除去。事務所・店舗の四
方向エアコンも対応。

お家・店舗・オフィスを
キレイにしたい

おそうじ革命 
茨木駅前店
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お得な水回りセット 20％OFF
2点セット25,920円～
　　　　　  → 20,736円～
キッチン、レンジフード、浴室、
洗面所+トイレ、トイレ2ヶ所
上記のいずれかの
組み合わせから選べる
※詳しくはHPまたはお問合せを

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！（12/24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。

ロボットやブリキ、ソフビ人形など、
状態は問いません。 

昭和の古くてボロボロ、
汚れのある玩具や超合金も、
ドンドン査定します！ 

日化産業トイレ・風呂・キッチンなどの設備工事
水まわりのメンテナンス、ガス器具の販売と修理 高槻市芝生町2-52-19　営／9時～19時

TEL.072-678-6626
FAX.072-678-6608見積無料!

オールガス器具オールガス器具
おかげさまでおかげさまで 特別セール中！特別セール中！特別セール中！

コヤマグループ

46
周年

給湯器の取替

台所リモコン

例えば
リンナイRUS-V51XT

19,400円（税別）
希望小売価格 37,000円▲

取付工事無料！取付工事無料！さらに

台所の元止め
湯沸器の取替

ふろ給湯器
オートタイプの取替

例えば ノーリツ16号（リモコン2台付）
GT-1650SAWX-2BL

希望小売価格
289,000円

▲ 71％OFF

なんと

83,810円（税別）
標準取替工事費
30,000円

▲

15,000円～20,000円台所
リモコン

浴室
リモコン

省エネガス給湯器
エコジョーズ
壁掛け式タイプ

例えばリンナイ20号（リモコン付）
RUF-E2008SAW

メーカー希望小売価格
354,500円

▲ 70％OFF

なんと

106,000円（税別）
標準工事費
35,000円

▲

18,000円～25,000円

キャンペーン期限
平成30年3月末までおトクな商品盛りだくさん！ほんの一例です

・  ・

ホーロー天板
ビルトインコンロ
（水無し両面グリルタイプ）

取付工事無料！取付工事無料！さらに

例えば
リンナイRS31W21H2R-BW

51,800円（税別）
希望小売価格105,000円▲

7年間
長期保証が
無料！追い炊き式オート

例えば リンナイ16号（リモコン付）
RUX-A1616W-E

希望小売価格
133,500円

▲ 72％OFF

なんと

37,380円（税別）
標準取替工事費
25,000円

▲

10,000円～15,000円

年間11,000円もガス代が
お得になる省エネ給湯器
さらに・・・

年間約15,000円もおトク！
ガス料金 が、

で

ガラストップ
ビルトインコンロ
オール

50％OFF！

暮らしサポート
プロに任せて安心快適!


