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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。

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なども特典

「シティライフを見た」で
買取額20％UP！（12月末まで） ▲おもちゃ用

 webはコチラ
 ▲教材用
 webはコチラ

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。

　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。

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

0120-977-719

不要な教材や
おもちゃがあったら

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

 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

洗濯機分解洗浄は洗濯
槽のこびりついた頑固な
汚れやカビも落とします。
※機種によって対応可否
有※詳しくはお問い合わ
せを

年末大掃除割引5％OFF
● 浴室······································· 12,420円～→11,799円～
● キッチン·································· 12,420円～→11,799円～
● レンジフード·····························13,500円～→12,825円～
● 洗濯機分解洗浄····················13,500円～→12,825円～
● エアコン一般·······························9,980円～→9,481円～
● エアコンおそうじ機能付き······· 17,280円～→16,416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

(12月末まで)
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　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」。
バイクでお伺いの低価格ハウスクリーニ
ング。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
大掃除に向けて割引を実施。お得なこの
機会に気になる場所をまとめておそうじ
しよう!

おそうじ革命 茨木駅前店 
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！072-648-7278https://osouji-osaka.com

自宅の気になる汚れを
まとめてスッキリおそうじ

店舗・オフィス・ご家庭も
プロによるハウスクリーニング
 

革靴クリーニングの一例
左 ）色 を 落 と
す。
右）何色もある
染料を調合し
て元の色を再
現。時間をかけ
て細部まで丁
寧に色を入れ
たら出来上が
り。

 ［ よくある質問 ］
Q.どんな素材の靴でもクリーニングできる？
A.基本的にはどんな素材でもクリーニング
を行なうことは可能です。ただし素材によっ
ては、色の補修ができないものもあり、汚
れが残ってしまう場合もありますのでご相
談ください。

メニュー　
● 靴クリーニング···································1,900円～
● ハーフブーツ······································4,500円～
● バッグクリーニング····························· 6,000円～
● バッグ内袋交換······························ 13,000円～特典

「シティライフを見た」と 3,500円以上利用で
20％OFF　※物販品は除く（1月末まで）
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鞄職人在中で鞄や財布も安心して任せられる。

　お気に入りの靴やブランドバッグの修理、クリーニ
ング、革製品のリ・カラーも何でも頼れる靴専科。ダ
メージがひどい場合は一旦色を落としてから色補正。
数色を調合してもともとの色に近づけてくれる徹底
ぶり。財布やカバンのほつれもミシン縫い補正で元通
りになり、大切な愛用品をより長く使える。

靴専科 高槻店
〈くつせんか〉
高槻市高槻町10-15
営／10時～20時
火曜定休072-668-6026
　靴専科　高槻 　で検索

くたびれた靴や鞄
を蘇らせたい！

「靴専科」だけど鞄も財布も
クリーニング＆修理で綺麗に復元

【利用者の声】
実家を処分することになったのですが、不用品が大量に出
て…。なにをどう捨てればいいのか分からず、取りあえずこち
らにお願いしました。分別など手間も省け、とても丁寧に対
応いただき満足です。年末は思い切って断捨離しようと
思っているので、またお願いしたいです。

写真を撮って送るだけ
の簡単見積もり↓ メニュー　

・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、立地条件で変動有り）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！
（12月末まで、特殊設置を除く）

ご近所の目が気になら
ないボックストラックで
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、年末の大掃除、急な引越
し、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。

中岩商事 
受／8時～20時　年中無休
一般廃棄物業者と提携

大阪エリア
06-6854-0520

兵庫エリア072-744-2145
http://www.amanesangyou.com

　不用品回収
分別不要・任せっきりでOK
安心丁寧な不用品回収

暮らしサポート
プロに任せて安心快適!

「ゴウダ電力」
に切替えませんか
「ゴウダ電力」
に切替えませんか
ゴウダで「太陽光」「蓄電池」を

導入頂いたオーナー様
電力加入でさらにお安く！！

初期費用
0円

解約金
0円

切替え手続き
「ゴウダ電力」に

お任せ！

品質は変わらず電気料金がお安く

朗報だよ！

お問合せは 70120-1504-52
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！

　＜井上質店利用者の声＞
断捨離をしたくて相談したら思ったより高
値でした。思い入れのある物もあって全
部は手放しきれなかった時に「預かり」と
いう選択肢もあることがわかって安心でし
た。不要なものが片付くと気持ちもスッキ
リしました。

11/14（水）現在の金相場による当店買取金額
※K24（1ｇ）4,490円、K18（1ｇ）3,380円での計算
● K24の指輪（5ｇ）·········································22,400円
● K18のネックレス（20ｇ）·······························67,600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。
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店主は宝石鑑定士の
資格を保持している。

　断捨離や終活整理を考えたとき、少しでも高値で買
い取ってもらえる時期や、目利きができるお店かどう
かが気になるもの。井上質店は1950年創業の老舗質
店で流通相場に詳しく、他店より高値が付く。丁寧に
無料査定をしてくれ、買取時期や預かりとの比較アド
バイスがとても親切と好評。明るく清潔感のある店内
で女性や初めての利用でも安心なの
でまずは気軽に相談を。

井上質店 高槻店
〈イノウエシチテン〉
高槻市高槻町6-12　
営／9時～19時　
日･祝･第3,4土曜定休　
12/30～1/6は休み072-685-7078
　井上質店　高槻店　で検索

　宝石や時計を
　賢く整理したい

年末の断捨離や生前整理なら
信頼の老舗質店でスッキリ解決


