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大学卒業後、証券会社、銀行を経て現職
に。10年以上の金融経験を活かし、保険
以外にも住宅ローン・運用相談・相続等
様々な顧客ニーズに対応。顧客の立場に
立った提案は「安心して相談できる」と支
持されており、身内や友人への紹介も多
い。今年トライアスロンに初挑戦するなど仕
事以外にもアクティブに活動している。
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「将来に備える目からウロコの資産形成」
（要予約）

4/24（火）開催 シティライフ主催
「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：川上・豊田）

SL17-3200-0115

　子どもの教育、住宅購入、入院や介護保
障、年金制度に資産運用、万一の時の保障...
尽きないお金の不安に頼れる味方が同社の
「ライフプランナー」。厳格な採用基準をクリア
し、さらに独自のカリキュラムによる徹底した
教育と訓練を受けたプロフェッショナルが、そ
の人に合ったオーダーメイドの解決策を提案
してくれる。「何を解決したいか」を丁寧に汲
み取ってくれるので、コンサルティングを受け
た人の満足度は高い。「日本中のお客様を一
生涯お守りする」ことを目指し、真に顧客の立
場に立ったコンサルティングを実施している。
転勤もなく同じ人が長く担当してくれることも
心強い。困っている人や誰に相談したらいい
かわからない人は一度相談してみては。

見通せない将来の悩みをスッキリ解決へ
頼れるお金のプロフェッショナル

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

● これから運用をはじめたい、勉強したい
● 運用がうまくいっていない
● 銀行以外でお金の相談をしたことがない
● 退職後にしたいことがあるので準備をしたい
● どのぐらい貯金すればいいかわからない
● 子どものためにお金を貯めてあげたい
● 貯金が苦手
● 銀行預金や郵便局が一番安全だと思っている

西宮でも好評のセミナー。詳しくはP25の関連記事も要チェック！

ライフプランナー 
川上 潔亮（かわかみ よしあき）さん

トータルライフ・コンサルタント。現職では、
転職後初年度にルーキーズ入賞。老後の
資産形成・運用、生命保険を活用した相
続・事業承継対策に定評がある。学生時
代の部活、卒業後には野球用品の営業、
今では草野球と、人生を野球とともに過ご
している。個性診断や導体施術のインスト
ラクター資格も持つ。

ライフプランナー 
豊田 真司（とよだ しんじ）さん
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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！（4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。

　iPhone・スマホの頼れる人気店「オリスマ」。
iPhone修理は地域最安値に徹底挑戦！修理をして
も大切なデータそのままで、作業時間は最短15分と
迅速。同店ならストレスフリーで修理ができる。スマ
ホケースは最新機種から旧機種まで、1000以上の
デザインから選べる。また、お子さまのお絵描きや愛
犬などのお写真から、世界にひとつだけのオリジナ
ルスマホケースも作れるうれしいサービスも！今回ア
ル・プラザ茨木店オープンを記念してとってもお得
なセールを実施。この機会にぜひ行ってみては。

3/21（水） iPhone修理・
スマホアクセサリーのお店

「オリスマアル・プラザ茨木店」がオープン

スマホアクセサリーや
iPhone修理のことなら
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〈 オープン記念セール 〉
 3/21（水）～4/15（日）
 ・ 来店特典ジュエリーシートをプレゼント！
　（お1人様1つ限り、数量限定）
 ・ iPhone修理全メニュー500円（税込）OFF！
 ・ デザインケース全品2割引き！
　（デザインケースのみ。フィルム・ガラスフィルムなどは含みません）
　※「オリスマJR茨木店」でも同セールを開催

オリスマ アル・プラザ茨木店
茨木市上郡2-12-8 アル・プラザ茨木1F
営／10時～21時 年中無休

2050-7117-1133
オリスマ JR茨木店
茨木市西駅前町13-19
営／11時～20時 年中無休

2072-628-6475
https://iphone-orisma.com/

オリスマ アル・プラザ茨木店は
R171沿いで駐車場もあって便利

時間／10時～17時（入館は16時30分まで）  水曜休館 ※4月1日からゴールデンウィークまで無休
料金／常設展示（大人200円、中学生以下無料） ※団体割引あり ※別途自然文化園入園料が必要

206-6877-4737

万博記念公園 自然文化園内

公式Facebookに「いいね！」しよう

　 太 陽 の 塔 一 般 内 部 公 開 が 始まりました 。
EXPO’70パビリオンでは「The Legacy of EXPO’70 
Ⅱリバース―太陽の塔再生」展の真っ最中。企画
展会場は太陽の塔に関するお話がいっぱい！万
博少年しんや君が、会場内を案内してくれます。
お近くの国立民族学博物館でも大阪万博に関
連した特別展開催と、“太陽の塔”づくしの万博

記念公園です。
　そんななか、レアなイベントをご紹介！万博記
念公園中央改札口入ってすぐ西のフラワーショッ
プのお隣に、ヴィレッジヴァンガード万博記念公
園内ポップアップストアがオープンしました。太
陽の塔×タナカカツキさんのコラボレーション
グッズを販売。コラボグッズのために描かれた妄
想爆発のアートワーク。岡本太郎記念館館長、平
野暁臣さん全面プロデュース。いままで誰も見た
ことない太陽の塔グッズがいっぱいです。
　4月の万博記念公園で、太陽の塔をたっぷり

堪能、そしてヴィレッ
ジヴァンガードでしか
手 に入らな いコラボ
グッズ、ぜひこの機会
にゲットしてください！

万国博当時の出展施設であった「鉄
鋼館」を活用し、2010年3月に記念館
としてオープン。これまでの博覧会と
は違った規模、内容、盛況ぶりなど、そ
の凄さをあらゆる世代に知ってもらう
と共に、次世代へ語り継ぐ施設です。

EXPO'70パビリオンとは

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 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！
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※詳しくはお電話にてお問合せください

※3kwシステム/スレート1面/標準工事含む
※条件により別途費用が必要となります。

※10kw以下※10年間固定買取
※10kw以上は18円（税別）
　20年間固定買取

太陽光発電の
関西施工実績

平成30年4月1日から
新たな
買取価格がスタート！！

NO.1

ご相談・お見積り無料
豊富な提案で
あなたに合った
プランを！
丁寧・親切な対応！

26円/kwh住宅用
売電価格 

998,000円～

蓄電
システム
蓄電
システム

※4kwhクラス/標準工事含む
※条件により別途費用が必要となります。

1,080,000円～

太陽光発電
システム
太陽光発電
システム

新春キャンペーン実施中！
4/30までの
お問合せが
対象

蓄電池も
ゴウダ♪太陽光

最新情報

暮らしサポート
プロに任せて安心快適!

　創業65周年の老舗で地域に根付く井上質店は、
生前整理や相続の品も利用実績が多く、鑑定書が
無くても丁寧に無料で査定してくれる。流通相場に
詳しく確かな査定力で指輪や貴金属が思わぬ高額
になることも。その他にもロレックスやGショック、ブラ
ンド品、電化製品、楽器まで幅広く取り扱っているの
でまずは相談してみては。

生前整理から断捨離まで
確かなお店で賢く整理

価値が無いと思って
いたのに、こんなに高額に？

井上質店　高槻店　で検索

2072-685-7078

高槻市高槻町6-12　
営／9時～19時　
日・祝・第3・4土曜定休

井上質店 高槻店
K24の指輪（5ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23,100円
K18のネックレス（20ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73,200円
※付属品の欠品は減額になる場合有
　（いずれも時計・ブランド品買取の場合）
※初めてご来店は身分証明証と印鑑をお持ち下さい。

［３/1４現在の金相場による当店買取金額］
※K24（1ｇ）4,620円、K18（1ｇ）3,480円での計算
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～井上質店のクチコミ情報～
使っていなかったipadとMacBookを買い取ってもら
いました。思ったより高額だったので嬉しいです。初め
ての利用で緊張していましたが、すごく入りやすいお
店で安心できました。　　　　　　　　40代女性 店主は、宝石鑑定士

（GIA G.G）の資格を持つ。


