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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10%OFF
・壁掛け一般エアコン・・・・・・・・・・・・・・9,980円→8,982円
・壁掛けおそうじ機能付きエアコン17,280円→15,552円
・防カビ抗菌コート（オプション）・・・・1,728円→1,555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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天井埋込式エアコン
早割10%OFFキャンペーン中
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

　信頼できる確かな目利きと老舗ならではの
ルートで買い取り額･預かり額にも満足！と定
評があり、地域に根付いている井上質店。気
負わず立ち寄れることから女性の利用も増え
ているそう。生前整理や遺品整理の相談実績
も多く、取り扱い商品が幅広いので気軽に問
い合わせをしてみて。

「こんなに高額に？」ということも
老舗の信頼質店で無料査定を

使っていない時計や指輪
そろそろ処分かな、と思ったら

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）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23,300円
K18のネックレス（20ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70,400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。

［5/17現在の金相場による当店買取金額］
※K24（1ｇ）4,660円、K18（1ｇ）3,520円での計算
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～井上質店のクチコミ情報～
他店よりも高値でロレックスを買い取ってもらいました。
店主さんがとても親切で丁寧な方だな、と思いました。 

店主は、宝石鑑定士
（GIA G.G）の資格を持つ。

 50代女性

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！（6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。

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

ゴウダの新サービス

ローン
おまとめ
金利が高いソーラーローンを

住宅ローンにおまとめ

蓄電池設置
orリフォーム

現金負担なく蓄電池設置、
リフォームが導入できることも！

お得分の範囲内で現金負担なく蓄電池設置やリフォームができます！！

蓄電池

キッチン

バスルーム

ソーラーローン 毎月2万円 住宅ローン 毎月10万円

借り換え+おまとめ 10万円毎月

   毎月2万円
お得に

□ 固定買取制度が切れて売電収入が減ることが不安
□ 住宅ローン、ソーラーローンの返済が家計を圧迫
□ 設備の老朽化やエネルギー商材が気になる
□ 住宅ローン金利が1％以上

こ ん な 方 は す ぐ 相 談！

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！

高槻市大塚町1-2-6
営／月～土 10時～20時
　　日祝日 9時半～19時半

スーパーオートバックス
高槻店

2072-673-9377

特典 「シティライフを見た」で
①早期ご予約割引
　車検2ヵ月前までの予約で2,000円引！
　車検1ヵ月前までの予約で1,000円引！
②車検成約の方、オイル交換無料！
※当店指定オイル使用
※国産車限定（車種により別途費用発生する場合あり）
※オイルフィルターは有料　※他店使用不可
※他の割引クーポン・DM等併用不可

〈軽自動車の場合〉ワゴンR・ムーヴ・ライフ・ミラ等
●車検基本費用合計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47,674円
法定費用（重量税6,600円、自賠責保険25,070円、
印紙代1,100円）作業費用（車検基本工賃14,904円）込み
※マイナーパーツ代（ブレーキ廻りの洗浄、グリスアップ
等）2,160円が別途必要。※特典割引で最大2,000円引
き※その他車種も対応、気軽にご相談を。

　500万台を超える実績のある日本最大級のオ
ートバックス車検。安心3つ星補償や車検後の整
備保証、メンテナンスがお得になる会員カードな
ど、車を大事に乗るための安心プランがたくさん。
お得な特別特典があるこのチャンスをお見逃し
なく！見積り無料、電話での予約もOKなので、
気軽に相談してみて。

車検は安心補償付きの
オートバックスがとってもお得車検をお考えなら
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オートバックス車検の3つ星補償が
1年間無料で付いてくる

①パンクによるタイヤ交換補償3万円まで（お客様ご負担額1千円）
②窓ガラス修理・交換補償3万円まで（お客様ご負担額1千円）
③バンパーキズ修理・交換補償2万円まで（お客様ご負担額3千円）
※詳しくは店頭スタッフまで

5/26（土）に元茨木川緑地
で「BOOK TRAVEL」という
本のイベントが開催されます。
お気に入りの本を家から持っ
てきて装飾された空間でゆった
りと読書を楽しんでみては？中
央公園南グラウンド森エリアで
はマルシェやキッチンカー、ス
テージなども。（ちゃん）

シティライフニュース（P.31）
に北摂アーカイブズを掲載しま
した。以前までは1ページで展開
していましたが、今回からシティ
ライフニュース内のコーナー企
画として時折登場させます。また
webのシティライフニュースサイ
トでは、さらに詳しく紹介していき
ますので、引き続きお楽しみいた
だければ幸いです。（コサオ）

パン特集（P.26・27）で美味
しそうなパンをご紹介！私はハー
ド系にクリームチーズが入って
いるものが好きで、家ではお酒
のアテにもなっています。新店
舗や人気店の新作、夏季限定
の商品もあるのでぜひお気に
入りを見つけてくださいね。

（でぃ）

5月もまだ半ばだというのに、こ
の暑さは一体なんなのでしょう?今
年の夏も暑くなるのかなぁ、先が思
いやられます。日差しもキツくなって
きたので、ビタミンCがたっぷり入っ
た化粧水に変えて、シミ対策に乗
り出しました（もうすでに遅いので
すが）。P.8・9のフェイシャルエステ
の体験に行ってみようかな?（知ら
ぬ間にアラフィフのまっつー）

編 集 後 記
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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　
●レンズフレーム込（薄型遠近両用）・・・・・・・・・・・13,800円～

レンズ両面でシンクロし合う
ことにより、すっきりとした視
界を実現。遠近・中近・中
近重視型遠近の3種から
選べ、薄型1組24,000円
より。詳しくはお問合せを。

HOYA最新設計の遠近両用レンズ
「ホヤラックス シンクロ」

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

（7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


