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不用品回収
遺品整理
ならこの店

プライバシーを配慮した「中身が見えないボック
ストラック」で回収してくれるなど、ちょっとした心
遣いが感じられ、主婦層からの信頼が厚い。

中岩商事株式会社
〈ナカイワショウジ〉
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

06-6854-0520（大阪本社）
http://www.amanesangyou

● 軽トラック積み放題（1畳分） …………………………12,000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）

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）

　ベテランスタッフの迅速丁寧な対応が評
判で、お客様同士の紹介多数！年末の大
掃除で出た不用品や遺品整理などは「積
み放題メニュー」がかなりお得！自社工場で
分別するので、事前に仕分ける手間も省け
て楽々。関西全域（大阪・兵庫・滋賀・奈良・
和歌山）を対応してくれるので、まずは無料
見積もりを！

安心でお得
年末大掃除の不用品回収
遺品整理はお任せ

写真を撮って
送るだけの
簡単見積もり↓

関西全域（大阪・兵
庫・滋賀・奈良・和歌
山）の広範囲を対応し
てくれる。

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！
(12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。

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！（1２月末まで）

　年末は大掃除の時期！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Ｏ
Ｋ。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。

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！

買取
ならこの店

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

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
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井上質店　高槻店
高槻市高槻町6-12
営／9時～19時
日・祝・第3・4土曜定休

072-685-7078
井上質店　高槻店 で検索

　断捨離や年末に向けての整理で出てきたブラ
ンドバッグやアクセサリー。売るとなると気になるの
が少しでも高く買い取ってくれるお店。そんな時に
頼りになるのが同店。1950年の創業以来つちか
われた知識と技術で、アップル製品から金・プラチ
ナまでその時の市場価値を見極め、他店より高値
が付くことも。丁寧な無料査定を受けてから納得し
て手放せると評判。まずは気軽に相談を。

年末の整理・断捨離で困ったら
老舗質店でスッキリ・賢く解決を

　井上質店利用者の声
断捨離で出てきた物の値段を知り
たくて相談したら思ったより高値で、
納得して手放せました。家族でプチ
贅沢をしました　(50代 女性）

　
11/18(月）現在の金相場による当店買取金額

K24(1g)・・・・5,340円、K18(1g)・・・・・4,040円での計算
●K24の指輪（5ｇ） …………… 26,700円
●K18のネックレス（20g) ……… 80,800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）
※初めてご来店の方は身分証明証と印鑑をお持ち下さい。

井上質店　取締役
井上　篤哉さん

宝石鑑定士（GIAG.G）のディプロマ
を持ち、日々の研究を欠かさない。 
丁寧で正確な鑑定は定評がある。

買取鑑定
ならこの人
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お掃除
ならこの店

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。

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

特　典
年末大掃除10%OFF（1月作業の場合は20%OFF）
● エアコン一般  ………………………… 9,072円→8,165円～
● エアコンおそうじ機能付き  ………… 16,000円→14,400円～
● キッチン  ………………………… 15,000円～→13,500円～
● 浴室  …………………………… 14,000円～→12,600円～
● レンジフード  …………………… 14,000円～→12,600円～
● トイレ+洗面所  ………………… 14,000円～→12,600円～
※価格は全て税別　※詳しくはお問い合わせを（1月末まで）

　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。水回りのお
掃除にお得なセットメニューもあり!さらに年末大掃
除に向けて割引を実施中。お得なこの機会に気に
なる個所をまとめてお掃除しよう!

気になる汚れをまとめてお掃除
プロによる低価格ハウスクリーニング

　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

※当社規格内のプランとなります。
詳しくはお問合せください。

一戸建ての大規模リフォームを考えている。
リフォーム中の仮住まいが心配。

築 40 年以上で地震が心配。

マイホームプラン

当社のご提案する住宅は自由設計(※)です。
材料・設備・仕様・人件費等、コストを
最適化することで実現しました。
もちろん住宅性能は現在の基準をクリア。
快適な暮らしが手に入ります。

2072-645-6668

株式会社ライフレックス

宅建業免許　大阪府知事(2)第55634号
■https://www.life-flex.com/info@lifeflex.jp

(税込)※

茨木市宇野辺１丁目 2-35

プ
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ン
例

※キャンペーン期間：2020年1月末まで

このような方は一度ご相談を！

「シティライフを見た」で…

※写真は当社施工例
　となります。
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無料で作成！

CityLifeはココに設置しています

CityLife  で検索

設置場所の情報はwebからご覧いただけます。
ホームページからチェックすることができます。


