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買買 取取
ならこの人
おたからや阪急岡町駅前店
大島  繁夫 さん

大阪大学大学院で研究職をしていた異例の経歴。異
業種からの転職だからこそ、細かな価格相場のチェッ
ク、丁寧な状態の説明を心がけている。

特　典　「シティライフを見た」で　
● 買取金額を20％ＵＰ！

（11月末まで、他券併用不可、一部対象外あり、阪急岡町駅前店限定）

　貴金属・ブランド品・切手などの買取専
門店「おたからや」。昨年９月にオープンした
阪急岡町駅前店店長の大島繁夫さんが
大切にしているのは、会話によるコミュニケ
ーション。品物を売るようになった背景や、
時には思い出話などを聞くという。「大切な
お品物を預かる身として、信頼関係を築くこ
とから始めています」と大島さん。来店はも
ちろん、出張・査定ともに無料なので、まず
は問い合わせを。

貴金属&ブランド買取専門店
おたからや
阪急岡町駅前店 
豊中市中桜塚１－２－８
営/10時～18時半　水曜定休

06-6152-9920
古物商  大阪府公安委員会
許可  第62206Ｒ024262号

思い出のある品だからこそ
会話を大切に丁寧な査定を

岡町商店街を東へ。
こちらのロゴマークが
描かれた入口が目印。

金・貴金属・ジュエリー・ブラン
ド品・切手・記念硬貨など、
買取品目は３０品目以上！

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、
あなたの困り事を解決してくれます。

困り事は

プロに頼って

解決！！

暮 らし を 豊 か
に し て くれ る

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、11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こそぎ排除
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59万8千円(足
場代込)という低価格を実現している。

外壁塗装工事が評判
1戸建て35坪以内59万8千円

　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

　
プロ目線での気をつけるべき
ことを聞くと「なるほど！」と納
得。「実は」なこ
とを取材した記
事は右記QRコ
ードからチェック　　　
→　→　→

外壁塗装工事
ならこの人
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」 

お問合せ ： 株式会社シンプルハウス 7 0120-184-012

　数あるギャッベの中でも、イランの山岳
地帯で暮らす女性が一枚一枚織っている
絨毯で、上質な羊毛と高い技術を持つ織
り子が作った高品質のものだけが、アート
ギャッベと称されています。羊の冬毛のみ
を使用することで、油分をたっぷり含み、

驚くほどふわふわでなめらかな肌触りに。
夏はさらっと気持ち良く、冬はあたたかな
空気をため込み、1年中快適に使うことが
できます。同じデザインがなく一点物なの
で、今回しか出合えないものも。ぜひお気
に入りを見つけに訪れてみてください。

11/13（土）～23（火・祝） 11時～19時（最終日は18時まで）
シンプルハウス天神橋店（IENOGU） 大阪市北区天神橋4-5-7

詳細はホームページをご覧ください。予約優先制　

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）
定休／毎週木曜日、第2・4水曜

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）

206-6330-5011 www.bossfull.com

関西みらい銀行関西みらい銀行
馬渕教室馬渕教室

北おおさか信金北おおさか信金

ミスタードーナツ

金券・テレカなども絶賛買取中！

専門店だからできる高価買取!!

当店ではお客様の商品を
目の前で一点一点、丁寧
にスピード査定！

おかげさまで
10周年!

ブランド品宝 石プラチナゴールド

10/19（火）現在の金相場による買取価格 K18 → 5,227円
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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〜19時

      0120-034-117
https://osouji-osaka.com

HPにて「お客様の声・
おそうじブログ」公開中！

　

　対応地域
吹田市・豊中市・箕面市・池田市

　黒くなった風呂場の床。鏡の水垢。キッチン
の取れない汚れ。お掃除革命の「お得な水回
りセット」で、毎日使う水回りをセットでまとめて
キレイにしてみては？市販の洗剤は臭いが強
い物もあるが、独自開発の洗剤は臭いは少な
く、洗浄力は高いので作業後も気にならない。
いまだけ、オプションでコーティングや無料のお
掃除サービスなどが選べる。年末の大掃除を
一足早く終わらせよう！！

水回りの溜まった汚れをスッキリ
秋のお得なセットキャンペーン

自分で掃除をするには気が進まない水回りも、
磨き上げた技で新品のような輝きにすると評判。

ハウス
クリーニング
ならこの店

大掃除早割20％OFF
単品メニューより20％OFF
● 壁掛けエアコン（一般タイプ）1台目……… 9,980円→7,984円

（壁掛けエアコン（一般タイプ）2台目以降7,980円）
● 壁掛けエアコン（お掃除機能付き）1台目 18,700円→14,960円

（壁掛けエアコン（お掃除機能付き）2台目以降16,700円）
● キッチン ……………………………… 16,500円→13,200円
● レンジフード …………………………… 15,400円→12,320円
● 浴室 …………………………………… 15,400円→12,320円
<オプション>
● 室外機 ………………………………………………… 3,300円
● 防カビ抗菌コート ……………………………………… 2,750円

（11月末のお問合せまで）※詳しくはお問合せを 特　典
●お得な水回り2点セット26,400円～

（キッチン、レンジフード、浴室、洗面所・トイレが対象）
【秋の水回りセットキャンペーン】
※水回り2点セット：オプション1か所無料
※水回り3点・4点セット以上：オプション2か所無料
＜オプション＞
①10分間どこでも無料清掃サービス
②便器内親水コーティング（親水コート剤を使用）
③エプロン内部無料
④シンク内KP撥水コーティング（撥水コート剤を使用）
⑤洗面ボール親水コーティング（親水コート剤を使用）
　　　　　　　　　　(11月末のお問い合わせまで)

〒566-0001 摂津市千里丘1-13-23
シティライフ・伝言板係
FAX　06・6368・3505
Eメール　dengon@citylife-new.com
問合せ／06・6338・0640

申込方法  「内容・氏名・住所・TEL・FAX」を記入の上、FAXかハガキかEメー
ルでお送り下さい。1行15文字（初行のみ14字。英数字は2文字で1字扱。）
2,750円「教えます」のみ1,650円。新規の場合は振込確認後の掲載となりま
す。お申込みを頂いた際に郵便局の振込先をお知らせしますのでお手続き下さい。

■ 川上ギター教室（初心者より）
０６６３８０・８６７３千里丘６イズミヤすぐ

■ ピアノ・ボイストレーニング・
フルート・ギター・バイオリン・
サックス・トランペット・ウクレレ
体験有 ☎06･6876･1871松本楽器

■ 尺八･琴･三弦教室･西田･菊冨沙
曜日･時間相談可1072･696･6750

■ 腹式呼吸･発音･発声 歌唱指導
出張･個人指導 石井072･623･6568

■ 筝･三絃教室 淀の会 長野雅子
090-3996-9514 JR千里丘駅
http://www.yodonokai.com

■シェアスペースを趣味や特技を
生かしてお店や教室に  吹田市
山田南　090-8794-0021 村田
jist.colores@gmail.com
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レンタルスペース


