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プロフェッショナル
困り事は

プロに頼って

解決！！

暮 らし を 豊 か
に し て くれ る

幅広い品目を丁寧に見積り
「こんなものは」と
諦める前に電話を

　両親、祖父母の家の片隅に眠ってい
る古道具や古書、古美術品など、ちょっ
と昔の懐かしいものはないだろうか。古す
ぎて「こんなものは売れないだろう」と勝
手に諦めていたり。でも実はその古道具
が思わぬ価値を持っているかもしれな
い。実際、査定の依頼主からは「えっ？こ
んなものまで値段がつくの？」と驚かれる
ことも珍しくないそう。遺品整理、生前整
理、引っ越しや年末の大掃除などで出て
きた“古いもの”があれば、処分業者やリ
サイクル店にまとめて依頼する前にまず
は何でも相談してみよう。同店は長年の
知識と確かな目で幅広い品目を1品1品
丁寧に鑑定。古き良き価値あるものを決
して見逃さない。家族が大切にしていた
思い出深い品 も々誠実な対応で鑑定し
てくれるので安心して任せられる。他店
で価値がないと言われたものでも諦めず
まずは同店に相談してみよう。

古美術骨董品
ならこの店

神戸市東灘区御影3-11-20
営／9時～19時　年中無休

2078-851-6699

近畿一円出張無料  
古道具・古書 緑六洞
〈ろくろくどう〉

家の片隅、押し入れの
奥に眠る古いもの。処
分業者やリサイクル店
に一括処分依頼する
前に相談を。

関西一円で無料出張！
御影にある実店舗だが
不在が多いので、店舗
に行かれるときは必ず事
前に電話を！

骨董や古書、古美術品と聞くと敷居が高く感じる人もいる
のでは？でも安心！気さくで話しやすい上野オーナーが直接
無料で査定に来てくれる。遠慮なく何でも尋ねてみて！

「シティライフを見た」と
電話するとスムーズです。

緑六洞　で検索を詳しくは
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兵庫県公安委員会公認　第631119800026号
※出張買取等で不在が多いので、直接来店の際は必ず事前に
電話して下さい。※貴金属・ブランド品の買い取りはしていません。
※電話による買い取りの勧誘はしていません。

取り扱い品目（一例）

【 古道具・古美術・骨董品 】
書画、掛軸、日本画、木版画、茶道具、煎茶道具、香道具（香
木）、仏教美術、中国美術、墨硯、金工、根付提物、銀製品、錫
器、鉄瓶、陶磁器、漆器、軍装品、刀装品

【 古本・古書 】
学術書、専門書、実用書、言語、宗教、哲学、数学、東洋医学、
鍼灸、薬学、占星学、武道、書道、歴史考古学、戦記物、古文
書、古地図、浮世絵、刷り物、鉄道切符（硬券・軟券）、雑誌

【 趣味の収集物など 】
切手、小銭・コイン、記章勲章、和楽器、尺八、能面、カメラ、レ
コード、CD、おもちゃ、鉄道模型、着物、装身具（帯留・かんざ
し）、囲碁将棋、こけし、郷土玩具、記念品、贈答品、洋酒（ウィ
スキー・ブランデー）
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西駅前おそうじ革命 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！

072-648-7278
https://osouji-osaka.com

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。

特　典
【特別割引】エアコン1台目 10%OFF　

● 壁掛けエアコン一般1台目 …………………………9,240円→8,316円
  (壁掛けエアコン一般2台目以降 7,000円)
● 壁掛けエアコンおそうじ機能付き1台目…………16,000円→14,400円
  (壁掛けエアコンおそうじ機能付き2台目以降 13,000円)
● 天埋式エアコン4方向1台目……………………24,000円→21,600円
  (天埋式エアコン4方向2台目以降 20,500円)
※詳しくはお問い合わせを。
※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。
※価格はすべて税別　　　　　　　　　　　 　(9月末お問い合わせまで)

　暑い夏には必需品のエアコンをつけるたびに"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、特別割引実施中！

エアコンのその“臭い”
カビ菌まき散らしのサインかも

お掃 除
ならこの店

　
お得な水回り2点セット

24,000円～
主婦に大人気の水回り清掃がセットお申込み
で大変お得に! 

「キッチン」、「レンジフー
ド」、「浴室」、「洗面所+
トイレ」、「トイレ+トイレ」
のいずれかの組み合わ
せから選べる。詳しくは
お問い合わせを。
※単品のご注文もOK
※価格は全て税別

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

0120-977-719

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！（9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。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。

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

買取
ならこの店

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。

▲おもちゃ用
webはコチラ

▲教材用
webはコチラ

昭和時代のボロボロ
おもちゃも買取中!塗
装のはがれた超合金
やウルトラマンのソフ
ビ人形など、欠品商
品も買取中！

進和リフォーム株式会社 
〈シンワリフォームカブシキガイシャ〉
吹田市南吹田5-2-5
営/9時～20時　水曜定休
　　0120-46-7760
mail:info@shinwa-reform.co.jp

街の外壁塗装やさん　吹田店 で検索

特　典　「シティライフを見た」で　
● 6帖洋室1室の壁クロス張り替え無料！
(外壁塗装された方、9月末まで)

自社社員の施工なので、どこのお宅に対しても
高い品質で施工。安心の3回塗りで、必要に応じて
バイオ洗浄や高圧洗浄でカビや苔を根そぎ排除す
る。外壁のトラブルは塗装して大体１～2年後にわ
かるのが怖いところ。同社なら地域密着で10年保
証もしているので安心。それでいて、職人直請や材
料直接仕入れなので35坪以内55万円(税別、足
場代込)という低価格を実現している。

外壁防水塗装工事が評判
1戸建て35坪以内55万円

外壁防水塗装工事
ならこの人

　1つでも当てはまるなら、まずは屋根・外壁診断を
□前に塗り替えしてから8年以上経過している
□塗り替え時期、建物の状況を知りたい
□お値打ちに済ませる方法を提案してほしい
□他社で見積もりしたが、妥当かどうか知りたい
□「今すぐしたほうが良い」と言われたが本当？

　無金利ローン実施中
※100万円　36回払いまで

代表取締役　
原元　進さん

「ご縁のあったお客様とは一生涯のお付き合
いをモットーに丁寧な仕事をお約束します」 

ボックスオーナー！ボックスオーナー！
手作りの作品やお洒落な雑貨を
自分でディスプレイして販売してみませんか？
集客力の高い「ミックス」なら多くの人の目に映ります！

ご自身の作品発表の場や作家さん同士の交流の場としても！

2,600円
4,000円
3,800円
3,200円
2,000円

かかる費用は？ 「シティライフを見た」で、
登録料無料
さらに、初回月
BOX代金無料
（9月末まで）

「うれたねっと」で商品の
売上状況がスマートフォンか
パソコンで閲覧可能（無料） 

ハンドメイド作家さん
約150名が出店中！

○ 登録料 1，000円
　（1回のみ）
○ ブースレンタル代
　（右記参照）
○ 売上手数料 20％
   （売上が発生した場合のみ）

今日からあなたも

1,800円
3,400円
2,800円
2,200円
1,600円

（56cm×34cm×40cm）（36.5cm×36cm×30cm）

●　鍵付
●　鍵付
●　鍵付

標準BOX 小さめBOX ハンガー3本

レンタルスペースミックス 吹田市朝日町2-203 吹田さんくす2番館2F（JR吹田駅前徒歩1分）　営／10時～19時　水曜定休
TEL.06-6383-3084 http://mix.trickster.biz/ 

1,500円
（お洋服を売りたい方）

電力プラン
ならこの店

家庭はもちろん、商店や事業所などあらゆる電力使用
ニーズに応える販売代理店。地域密着を理念にきめ

細やかな対応をしてくれる。  

株式会社フロンティア
大阪市福島区福島1-1-48
受付／平日10時〜17時半

06-7508-3835

特　典
「シティライフを見た」で、電力の切り替えをした方に
お米マイスターが選んだ米5キロプレゼント！
(9月末まで）

　家庭はもちろん、商店や事業所など全ての電
力利用者が、電力会社や料金メニューを自由に
選べるようになった今の時代。選択肢が広がっ
たからこそ安全性や利便性を見極めたうえで選
びたいもの。フロンティアは、安定した電気の供
給と、地域密着を理念にきめ細やかな対応をして
くれる電力販売代理店。利便性も高く、今までの
分かりにくい値引きからシンプルで分かりやすい
値引きを実施中。只今申し込みの方は、平日の
電気量料金は地域電力会社と同じで、電気使
用量が多くなりがちな日曜日24時間の電力量
料金を半額にしてくれる。電気代の見
直しを考えているなら、一度問合せを。 

品質そのままでお得な電気プラン
今なら1年中、全日曜日が半額に

　３つのおすすめポイント
ポイント①　ゆったり過ごす日曜日をお得に
休日ライフ応援プランが登場 ！ 地域電力会社の料金をベースに
日曜日の電力量料金が半額に。

ポイント②　電気の品質はそのまま
安心そのままに電気をお届け。送配電の仕組みは今までと変更なし。

ポイント③　簡単な手続きで申込完了
使用中の電力会社への解約手続きは不要。特別な工事も必要なし。


