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プロフェッショナル
暮らしのなかで困っていることはありませんか。
さまざまなジャンルで活躍するプロが、
きっと、あなたの困り事を解決してくれるはず！

困り事は

プロに頼って

解決！！

暮 らし を 豊 か
に し て くれ る

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！

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。

花粉・湿気の対策に！ゴウダおすす
め！！

エコカラット4㎡以上の施工で

9,800円（税別）/㎡

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

4つの“うふふ”でみんなのしあわせをつくり続けます！

1その ちょうど良い湿度

エアコンのその“臭い”
カビ菌まき散らしのサインかも

　暖かくなり、久しぶりにエアコンをつけた時の
“臭い”が気になる方も多いのでは。手入れせずに
放っていたエアコン内部には、溜まったホコリや結
露によってカビが繁殖。運転をするたび、臭いや
カビ菌を室内中にまき散らすことに。そんな方にお
すすめ!丁寧な対応と技術でリピーターも多い同
店。普段お掃除できないエアコン内部まで徹底
洗浄。只今、新年号を記念して特別割引実施中！ お掃除

ならこの店

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

おそうじ革命 茨木駅前店

1台のみの場合【10%OFF】・2台以上お申込みで【20%OFF】
2台以上お申し込みの場合、
● 壁掛けエアコン一般1台目・・・9,240円→7,392円
● 壁掛けエアコン一般2台目以降・・・7,000円→5,600円
● 壁掛けエアコンお掃除機能付き1台目・・・16,000円→12,800円
● 壁掛けエアコンお掃除機能付き2台目以降・・・13,000円→10,400円

特典 
新年号記念 「令和割」 エアコンクリーニング【最大20%OFF】
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通常24,000円の天埋エアコン
クリーニングがとってもお得に!
1台目 24,000円→19,200円
2台目～20,500円→16,400円

天井埋め込み式エアコン 20%OFF

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・花粉を除去。

事務所・店舗・ご家庭向けの
天埋エアコンにも対応可能。
※詳しくはお問い合わせを
※価格は全て税別。（5月末までのお問い合わせ）

※1台のみでのお申し込みの場合は10%OFFとなります
※詳しくはお問い合わせを※価格は全て税別　（5月末までのお問い合わせ）

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

　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。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。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。

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

教材・玩具・ゲーム・フィギュア・超合金・プラモ買取
買取専門店トレジャー  関西買取センター

● 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

「シティライフを見た」で　
買取額20％UP！
（5月末まで）

特 典買 取 例

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。

買取
ならこの店

【おとり広告や不当表示などにご注意ください。】

摂津市千里丘1-10-3

買取＆販売 ボスフル千里丘店
営／11時～18時30分（日祝～17時）
定／毎週木曜日、第2・4水曜、GW休み有

千里丘西口より徒歩約2分
入りやすい1階路面店
目の前にコインパーキング有り！
（有料）※1時間無料駐車場券
お渡しします（ご成約の方に限り）

7
周
年 206-6330-5011 www.bossfull.com

当店ではお客様の商品を
目の前で一点一点、丁寧に
査定しております！

金・プラチナ・宝石・シルバー製品・ロレックス・オメガ・
ブランドバッグ・ジュエリーなど

高価買取 安心・安全!!
専門店だからできる

壊れていてもOK!壊れていてもOK! 古いものでもOK!古いものでもOK!

金券・クオカード・テレカ etcも絶賛買取中！

関西みらい銀行関西みらい銀行
北おおさか信金北おおさか信金

https://8984.jp/3110/物 件 サイト▶ 

阪急阪神不動産が手がける戸建新ブランド

〈ジオガーデン〉 8月彩都に誕生
　昨年4月に「阪急」と「阪神」の不動
産事業が集約した形で発足した阪急阪
神不動産株式会社。従来「阪急」では
彩都・宝塚山手台等の大規模ニュータ
ウンの開発分譲、「阪神」では関西・首
都圏を中心に都市型戸建の分譲事業
を推進してきた。今回、「阪急のまちづく
り」、「阪神のいえづくり」というノウハウ
が生かされた新ブランド〈ジオガーデン〉
が誕生した。新ブランド〈ジオガーデン〉
は、沿線開発で培ってきた阪急・阪神の
ノウハウと分譲マンション〈ジオ〉の商品
企画力が融合されている。
　その第１号物件として、2019年8月か
ら「彩都箕面」の新街区で、「ジオガーデ
ン彩都箕面」（第１期16戸、総戸数40
戸）の販売を予定している。

ジオガーデン彩都箕面 第1期物件概要
【所在地】大阪府箕面市彩都粟生北3丁目11番6他
【交　通】大阪モノレール彩都線｢彩都西｣駅より阪急バス約9分「彩都

粟生北二丁目」停より徒歩1分 ／ 大阪モノレール「千里中央」
駅より阪急バス約24分「彩都粟生北二丁目」停徒歩1分

（分譲地より最も近い地点より算出）
【用途地域】第1種低層住居専用地域　　【販売戸数】16戸
【敷地面積】170.28㎡（約51.50坪）～191.74㎡（約58.00坪）
【延床面積】101.85㎡（約30.80坪）～120.73㎡（約36.52坪）
【入居時期】2019年10月下旬（予定）
【事業主（売主）】阪急阪神不動産株式会社 

国土交通大臣（15）第395号、（一社）不動産協会会員、
（公社）首都圏不動産公正取引協議会加盟 

〒530-0017 大阪市北区角田町1番1号東阪急ビルディング内 
宅地戸建事業部 TEL.06-6313-3412

↑美しい景観と災害時のリスクに
考慮し、無電柱にするなど安心
と快適性の高い街となっている。

←安全性と景観に配慮した、ラウン
ドアバウト（環状交差点）を採用。

新しい「ジオガーデン」のロゴマーク 

※本広告を行い、取引を開始するまでは、契約または予約の申込みは
　お受けできません。予めご了承下さい。

彩都インフォ＊ミュージアム　
70120-5-3110-5

［ 問い合わせ ］ 

営業時間／10:00～17:00（定休日：火・水曜日）

メガネ
ならこの店

HOYA最新設計の遠近両用レンズ
「 ホヤラックス シンクロ」

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

北口

西口西口 JR高槻
駅

アルプラザ
アクトアモーレ

南口ターミナル南口ターミナル

通常難しいレンズのみ交換OK
大好きなメガネに再び“光”を

　度数が合わなくなっても、慣れ親しんだ愛用の
メガネは、手放しがたいもの。引き出しにしまってい
るなら、通常では難しい「フレー
ム持ち込みレンズ交換」に応じ
ている同店へ。長年、某百貨店
で高級メガネやレンズを扱い、経
験豊富な店主が、現在の目の状
態に合うレンズをセレクト。眠っ
ているお気に入りを一生モノに！

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

「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 （5月末まで）

特典

● 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～

安心安全のHOYA製レンズMENU

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。


