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使用済みや欠品も査定OK
無料出張でまとめて
買い取ってもらおう

使用済みや欠品も査定OK
無料出張でまとめて
買い取ってもらおう

● 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

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、フィ
ギュア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。

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。

汚れのある玩具や超合金も査定します

昭和の古くてボロボロ
になったロボットやブリ
キ、ソフビ人形など、状
態は問いません。

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。

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/

買取例

▲ おもちゃ用 ▲ 教材用

買取ならこの店

大阪弁護士会所属 

弁護士 郷原さや香さん

弁護士 岩田和也さん

弁護士 若松佑里佳さん

どんな悩みも
真摯にサポート

「頼って良かった」
信頼の弁護士
　「離婚」「相続・遺言」「借
金」などの問題に直面したと
き、ひとりで抱え込んでしまうこ
とも多い。そんな時は北摂地域
に根付いている「弁護士法人
アイリス」が頼りになる。年間
1,000件以上の相談実績で
特殊事例の経験も豊富。親身
になってくれる弁護士が揃うの
で、「スムーズに問題が解決し
た」という声が寄せられている。

高槻市天神町1-6-24
天神ビル502号室

2072-686-6886

弁護士法人
アイリス
高槻みらい法律事務所

茨木市中穂積1-1-59
茨木中穂積ビル405号室

2072-622-3900

茨木みらい法律事務所

茨木郵便局
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アクトモール

西武
オーロラ
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カメラ屋

シティライフ主催 プロから学ぶ生活向上セミナーにて
「知っておこう！弁護士が教える遺言書の書き方」無料講座受講受付中
10/30（火）12:50～13：50 クロスパル高槻 3F

［ 申込先 ］ 06-6338-0640（シティライフ）生活向上セミナー担当係まで
※受付時間 平日10時～17時

法律相談
のプロならこの人

分別不要・丸投げでOK
安心・丁寧な不用品回収
　この道10年以上のベテランスタッ
フの迅速丁寧な対応が評判で、お客
さん同士の紹介多数！人気の“積み放
題メニュー”なら、急な引越しや遺品整
理など大量の不用品が出たときに超
お得。自社工場で分別するので、自分
で事 前 に仕 分ける手 間も省けて
楽々。「家具や家電など安くいっぺん
に持って行ってくれて助かりました」と
喜びの声も。まずは無料見積もりを。

受／8時～20時　年中無休
古物商許可No.大阪府公安委員会
第621120162063号

写真を撮って
送るだけの
簡単見積もり↓

大阪本社 206-6854-0520
兵庫支社 2072-744-2145
http://www.amanesangyou.com

中岩商事株式会社
〈ナカイワショウジ〉

● 軽トラック積み放題（1畳分）........................10,000円
● 2トントラック積み放題（3畳分）.....................30,000円

（全て税別、規定量を超えた場合追加料金有り）

Menu

特典 「シティライフを見た」と積み放題メニューをご利用の方、
●  エアコン取り外し工事処分費何台でも無料！（11月末まで）

Menu

プライバシーに配慮し
たボックストラックで回
収。「ご近所の目が気
にならなくて嬉しかった
です」と主婦に好評。

不用品回収ならこの店

レンズのみ
交換ができる店
愛用のメガネに
また“光”を
　長く使って、愛着が深いメガネ
も、次第に度数が合わなくなってく
るもの。「まだ使いたい！」なら、通
常では難しい「フレーム持ち込み
レンズ交換」に対応している高槻
ロイドへ。高級メガネやレンズを長
年扱い、経験豊富な大村さんが、
現在の目の状態を踏まえて、レン
ズを選んでくれる。眠ったままのお
気に入りに、もう一度“光”を！

高槻市芥川町2-8-20
営／10時～19時　
木曜定休

2072-682-0149

高槻ロイド
● 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～

MenuMenu

芥川商店街芥川商店街芥川商店街芥川商店街 西武

松坂屋
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南口ターミナル南口ターミナル

「一生、使い続ける愛用の
品に関われるのが最大の
喜び」という店主の大村さ
ん。某百貨店で培った高
度な技術力をもち、信頼性
は抜群。親しみやすく、要
望も相談しやすい。

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）

HOYA最新設計の遠近両用レンズ
「ホヤラックス シンクロ」

高品質なレンズに定評のある
HOYA。最新設計の遠近両用
レンズ「ホヤラックス シンク
ロ」は、快適な視界を実現。遠
近・中近・中近重視型遠近の3
タイプ。薄型1組24,000円～。
詳しくはお問合わせを。

メガネならこの店

店舗・オフィス・ご家庭も
プロによる
ハウスクリーニング
　日頃のお手入れで気になる汚れがあ
る方におすすめ!丁寧な対応と技術でリ
ピーターも多い「おそうじ革命 茨木駅
前店」。清掃歴25年、厳しい研修を合
格したプロが専門的視点で隠れた汚れ
も見つけ出し徹底的にキレイにしてくれ
る。年末大掃除に向けて早割を実施
中。お得なこの機会に気になる個所を
まとめておそうじしよう!

茨木市西駅前町14-19
茨木第二ビル7F
営／9時～20時
HPにて「お客様の声・
おそうじブログ」公開中！

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

おそうじ革命 茨木駅前店

特典 【 シティライフ限定 】年末大掃除早割10%OFF
●  浴室............................ 12,420円～→11,178円～
●  キッチン....................... 12,420円～→11,178円～
●  レンジフード................. 13,500円～→12,150円～
●  洗濯機分解洗浄 ........ 13,500円～→12,150円～
●  エアコン一般 ....................9,980円～→8,982円～
●  エアコンおそうじ機能付き 17,280円～→15,552円～
 ※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。

（11月末まで）
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水回りセット
最大10%OFF
2点セット25,920円～

キッチン、レンジフード、浴室、
洗面所＋トイレ、トイレ2ヵ所
上記のいずれかの組み合わ
せから選べる
※詳しくはHPまたはお問い合わせを

お掃除ならこの店

全品売り尽くしで超特価に
貴重なギャッベを
手に入れる好機
　貴重な手織り絨毯を直輸入直売する
同店が、完全閉店・店じまいのため、全品
売り尽くしセールを開催中。2,000本以上
の品 が々、通常価格より50％から最大90
％OFFという国内最安値級の大特価に。
温かみあふれるデザインやウールのふんわ
りした質感で人気の「ギャッベ」、イランから
大量入荷分！お気に入
りの1枚が手に入るチ
ャンス、来店は
急いで！

箕面市船場西1-5-12
バッグリペアサービスビル2F
営／10時～17時半　P有り
2072-749-3201
http://www.ganzy-carpet.jp/

GaNzY 〈ギャンジィー〉

特典 この記事持参で
●  ペルシャサラサ（ランチョンマット）を
  プレゼント（セール終了まで）

本家・ペルシャの遊牧民によるペルシャギャッベもお得！
モダンで素敵なデザインの1枚をぜひお部屋に。

箕面船場本店の在庫がなくなり次第終了。これまで手
の届かなかった上質な絨毯を手に入れるチャンス！

絨毯ならこの店
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北橋西詰

船場東

コーナン
箕面
萱野店

萱野南 ファミリーマート

シトロエン
　　箕面

｜完全閉店店じまい｜


