
2018.5  City Life Hokusetsu EAST 28

暮らしサポート
プロに任せて安心快適!

茨木市西駅前町14-19　
茨木第二ビル7F
営／9時～20時

2072-648-7278
https://osouji-osaka.com
HPにて「お客様の声・おそうじブログ」公開中！

期間限定キャンペーン！ 早割20%OFF
・壁掛け一般エアコン・・・・・・・・・・・・・・9,980円→7,984円
・壁掛けおそうじ機能付きエアコン17,280円→13,824円
・防カビ抗菌コート（オプション）・・・・1,728円→1,382円
 2台目以降はさらにお得に!!
※他券との併用不可※詳しくはHPまたはお問い合わせを

（このキャンペーンは予告なく終了する場合がございます。）

　暖かくなるにつれてエアコンが稼働し始める
中、久しぶりにつけてみるとにおいが気になる方
も多いはず。そんな方にお勧めなのが「おそうじ
革命 茨木駅前店」。日頃、お手入れできないエア
コン内部を高圧洗浄で隅 ま々でキレイにしてくれ
る。只今、期間限定の早期割引を実施中！一足
先にお得なエアコンクリーニングをしよう！

お家から店舗・オフィスまで手掛ける
プロのエアコンクリーニング

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。

高圧洗浄でエアコンを
内部からスッキリおそうじ

おそうじ革命 
茨木駅前店
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天埋込式エアコン20%OFF
4方向25,920円→20,736円
事務所・店舗・ご家庭向けの天井
埋め込み式エアコンにも対応可
能。2台目以降はさらにお得に！
※詳しくはHPまたはお問い合わせを

ヤマネ屋
ヤマネ屋 もしくはスマホで

おかげ様で納車台数1,000台を超えました。
株式会社YAMANE  

TEL.06-6318-7031 TEL.072-646-7048 吹田店 茨木店

私たちにお任せください限定特典
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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！

1その ちょうど良い湿度

2その ニオイすっきり

3その 有害物質フリー

4その シンプルお手入れ
リビングやトイレなど一面だけの
リフォームも可能です。

しあわせつくるウォール ECOCARAT

梅雨に備えてプチリフォームしませんか？ゴウダおすすめ！！

4つの“うふふ”でみんなのしあわせをつくり続けます！

エコカラット4㎡以上の施工で

10,800円（税別）/㎡

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は15年前の教材でも
OK！ワールドワイドキッズや七田教材、キュボロ
やクアドリラ、WAKUブロック、スカリーノ、ネフな
どの木製玩具も買取。

特典　「シティライフを見た」で
買取額20％UP！（5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、昭和の
玩具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。

先日社内の「子ども参観日」に
娘3人が初参加。職場見学やワー
クショップ、ランチなどで楽しい時間
を過ごした様子。親の働く姿を間近
で見たことで、色々気づかってくれ
たり、仕事内容に興味を持つように
なってくれました。自分たちで描いた
エコバッグやコーヒーカップも喜ん
で使っています。良い社会勉強が
できて良かったです。（ガルシア）

5月3日から開催のカレー＆ス
イーツEXPOは「美味しかったカ
レー店NO.1」の決定戦を実施
します。それとカレーパンサミット
も初開催し、日本全国から美味
しいカレーパンが万博公園に集
結します。カレーライス発祥の大
阪の地（諸説ありますが）で、カ
レー業界を活性化させたいです
ね。（漫才も楽しみです！コサオ）

久しぶりに歯科医院へ。何年か
前に行った時にも進化を感じまし
たが、今回もさらに進んでいました

（口腔内をカメラで写してモニター
ですぐ見ることができたり…etc）。
あと歯周病は体の健康にも影響を
及ぼすと言われているので、悪いと
ころがあればしっかり治療しておき
たいと思いました。（歯科特集P.24
を読んで勉強しよう。まっつー）

5月26日（土）茨木市で開催
の 本 の イベント「 B O O K 
TRAVEL」（P.4～5）。元茨木
川緑地を舞台に、本を楽しむイ
ベントです。生まれ育った茨木
市のイベントに携われることに、
なんだか感慨深く思います。外
の気持ち良い空気を吸いなが
ら、読書の時間を楽しんでくださ
いね！（よしみん）

編 集 後 記

取材協力

！！

♪ 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。

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
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今日のプーさん定食670円（鯖煮付け200円＋
とんかつ200円＋ご飯170円＋お味噌汁100円）vol.50

　おざわ食堂に行ってきました。この昭和の雰囲気が
いいですね。陳列棚にいつものように美味しそうなもの
がいっぱいです。今日はこんな感じのプーさん定食の
出来上がり！おかずは、『鯖煮付け』と『とんかつ』。まず
は鯖煮付け、この腹の部分って脂がのっていて美味し
いですよね～。ではでは一口！ウルトラメチャ旨い！甘
すぎず辛すぎずいい感じの味付けで完全なご飯泥棒で
す！続いて、薄切りの豚肉を何枚も重ねたとんかつで
す。昔おばあちゃんが作ってくれたとんかつを思い出しま
す。では一口！メチャメチャ旨
い！このとんかつソースとケ
チャップを混ぜたソースがい
いですね～。これで670円っ
てすごくお得ですよね～。

茨木市見付山1-5-14
営／11時～15時※おかずが無く
なり次第終了
日・祝定休
072-625-1228

MENU
● ハムエッグ定食‥‥‥‥‥‥‥700円　　　　　　　　　　　
● 豚肉いための定食‥‥‥‥‥ 900円　　　　　　　　　　　
● 黄そば‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 300円　　　　　　　　　　　
● 親子丼‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 600円　　　　　　　　　　　

おざわ食堂

懐かしの黄そばも提
供！おかずは無くなり
次第終了なので、
OPENごろ行くのがお
すすめですよ。


