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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!

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

暮らしサポート

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

困ったことがあれば暮らしのプロに相談して、

んからの依頼も大歓迎！送料無料の宅配買取もOKとの

快適な暮らしを整えよう。

ことなので問合せしてみよう。
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。

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。

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

丁寧な仕事や対応が評判
1戸建て塗装面積100㎡まで39万円

外壁塗装をしたい！

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

自社社員の施工なので、
どこ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

特典 「シティライフを見た」で
買取額20％UP！
（12月末まで）

70120-977-719!!https://toy-kaitoru.com/

を根こそぎ排除する。
外壁のトラブルは塗装して大体1〜2年後にわ
かるのが怖いところ。
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塗装面積

応募方法／はがきもしくはFAXに

応募先／FAX 06-6368-3505
〒566-0001 摂津市千里丘1-13-23
話番号を明記の上、編集部までお
シティライフ「クロスワード」係
解答と〒・住所･氏名･年令･職業･電
送りください｡抽選で5名様に記念
品をプレゼント。(毎月25日〆切)

●11月号の答え アカトンボ

100㎡まで39万円
（税別、
足場代込）
という低価格を実現している。

進和リフォーム株式会社

ご縁のあったお客様とは
一生涯のお付き合いを
モットーに丁寧な仕事を
お約束します。

〈シンワリフォームカブシキガイシャ〉
吹田市南吹田5-2-5
営／9時〜20時 水曜定休

70120-46-7760

代表取締役

メール:info@shinwa-reform.co.jp
進和リフォーム

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、
12月末まで）

原元

進

で検索

リフォームローン
キャンペーン！

只今 無金利ローン
実施中

参加者
婚活の第一 歩！
1万人突破！
お見合いパーティに参 加しません か？
シティライフ読者限定
パーティ参加者下記料金より
500円OFF

日
12/3●
参加費は

着席し1対1で3〜5分お話いただき、
第一印象をチェック。

②食事付きフリータイム

10分〜15分のアプローチタイム。お
気に入りの方にアピール。

リッツカールトン大阪（梅田）

土
12/23●
参加費は

④司会者による参加者紹介タイム

最終チェックに向けてお気に入りの
方、気になった方の名前をチェック。

⑤最終チェック

マッチング表にまた会いたい人の番
号を記入。
※企画により変更する場合があります。
事前にお問い合わせください。
結婚
相談

男性8,000円 女性6,000円

男女とも9,800円

17時〜【ハイステータス婚活】
男性：55歳〜69歳位まで
（年収500万円以上or弁護士・医者等）
女性：45歳〜63歳位まで
（結婚に前向きな方）

14時〜 【40代・50代メイン】
男性：40歳〜57歳位まで
女性：37歳〜54歳位まで

関西ブライダル江坂店［エテルナ］

大阪府吹田市江の木町1-39 セーレ江坂7F

最高級のプレミアム婚活パーティ

11時〜【30代メイン】
男性：28歳〜42歳位まで
女性：25歳〜38歳位まで

※東急ハンズ向かい

ホームページ http://www.bridal-eterna.com

他のパーティ情報は
ホームページをご覧ください。

検索（PC）

関西ブライダル 江坂
営／10時〜20時

↑

①婚活パーティスタート

食事時間は20分〜30分。なるべく多く
の方と話をしましょう。

男女とも8,000円

11時〜 【30代メイン】
17時〜 【中高年メイン】
男性：28歳〜42歳位まで
趣味・価値観重視！
（四大卒or年収35０万円以上の方） 男性：56歳〜72歳位まで
女性：25歳〜38歳位まで
（高卒以上）
（趣味・価値観重視の方）
女性：46歳〜69歳位まで
14時〜 【40・50代メイン】
（趣味・価値観重視の方）
男性：42歳〜57歳位まで
（四大卒or年収40０万円以上）
女性：37歳〜52歳位まで
（高卒以上）

婚活パーティーの流れ

③アプローチタイム

ホテルグランヴィア大阪（梅田）

休／火曜日

よい

フーフ に なろう

関西ブライダルはCMSマークを取得しました。結婚相手紹介サービス業マル適マーク

イベントた
くさん！

毎週火曜日 20分限りの

タイムサービス実施中！
●11：00〜11：20
●11：00〜11：20

青果コーナー全品2割引セール
魚コーナー全品2割引セール

まねき屋亥子谷店

朝ヨガスタート

入浴料金

水・土 11：00〜
※月・火・木・金 10:30〜
始まります
※通常の岩盤浴は12：00〜

お食 事処 鶴亀
あお
げ
あお や
げ

厳選牛
ステーキ丼

。
１回限りとさせていただきます
※１グループにつき、
ご了承くださいませ。
※人数分ではありませんので、 ん。
タン定食
焼き牛
特選
きませ
※いっぷく屋ではご利用で

入浴券

平日 750円 土日 800円

平日 750円 土日 800円

平日 750円 土日 800円

平日 750円 土日 800円

➡

小人（4才〜小学生）370円
幼児
（0才〜3才）100円

（最終受付０時）

吹田市千里万博公園11-11

（万博公園西口第2駐車場）

入浴券

円

●

営業時間／
朝10時〜深夜1時まで

入浴券

650

大人
（中学生以上）
平日 ……………750円
土・日・祝 ………800円

●

入浴券
➡

●

650

円

➡

650

円

➡

650

円

本券で3名様まで
ご利用いただけます。
コピー不可

本券で3名様まで
ご利用いただけます。
コピー不可

本券で3名様まで
ご利用いただけます。
コピー不可

本券で3名様まで
ご利用いただけます。
コピー不可

平成29年12月31日
（日）
まで有効

平成29年12月31日
（日）
まで有効

平成30年1月1日
（月）〜
1月31日（水）まで有効

平成30年1月1日
（月）〜
1月31日（水）まで有効

大駐車場完備

206-6816-2600
ランナーズステーション

年中無休

吹田市山田西1-13-1 106-6875-1122

スタッフ大募集
〈種別〉パート・アルバイト
〈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・アルバイト
時給／940円
〜970円
各部門
まずはお気軽に
お電話ください。

シェフカワカミ 桜塚店

豊中市南桜塚3丁目6-27 106-6846-8001

45周年記念セール

12/3（日）

どなた様でも1割引!

12/7（木）
12/17（日）

スペシャル木曜日
肉vs魚 鍋対決

12/20（水）
12/30（土）

お客様感謝デー

SUPER
MARKET

KOHYO 山田店

山田店

阪急山田駅
デュー阪急山田1F

吹田市山田西4丁目1-2-101
206-4863-5040

● 12/20（水） 感謝デー！
！

● 12/30（土） 感謝デー！
！
●毎月15日

GG感謝デー！
！

阪急曽根店

※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。
SUPER
MARKET

KOHYO 阪急曽根店 106-6842-5040

豊中市曽根東町3丁目1-1 ティオ阪急曽根1F

（1月1日〜3日利用できません）

入浴回数券
１冊購入で

入浴招待券
1枚プレゼント
コピー不可

平成30年1月31日（水）
まで有効

月掛金は1,000円から

家族みんなの
基本の保障

コープ共済

《たすけあい》

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。

コープ東豊中

豊中市東豊中町4丁目3番13号 106-6848-2561

毎日

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
高 槻 店 高槻市大蔵司３-１４-４

安い !
106-6872-8739
106-6843-0589
106-6151-2224
1072-795-1552
1072-665-4567
1072-761-7777
1072-698-4130

