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J:COMタブレット、J:COM MOBILEご加入者さま。ご利用中のタブレット、J:COM MOBILE端末
をご用意ください。授業にはオンライン会議アプリ「Zoom」を使用いたします。ご参加者さまには後
日、アプリのダウンロード方法など詳しい参加方法をご説明いたしますので、安心してご応募ください。

※2021年3月末現在（一部除く）。 ※キャンペーン内容・期間は予告なく変更となる場合があります。※「J:COM MOBILE」を除きJ:COMサービスのお申し込みは、
J:COMエリアにお住まいの方に限ります。なおJ:COMエリア内であっても、ご住所や建物によってはご利用いただけない場合や、キャンペーンの適用条件・期間などが
異なる場合があります。 ※会社名・製品名・サービス名は、各社の登録商標または商標です。一部申請中のものを含みます。 ※画像・イラストはすべてイメージです。

オンライン教室

J：COM高槻で、随時開催中！
自宅から参加できる！オンラインで操作しながら学べる！

基本的な用語解説
インターネットで検索する

アプリを使う
メールの送受信 など

Zoomで
開催！

講座
内容

タブレット＆スマートフォン
初心者の方向け・参加費無料

開催日：5/21（金）・5/24（月） 各日14：00～15：00
定員：各日3名様　応募締切：5/10（月）

0120-999-000（AM9：00～PM6：00／年中無休）
※発信者番号を非通知設定されている場合は、0120の前に「186」をつけてお電話ください。
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▲公式HPは
　こちら

オリスマの技術力の高
さが分かるWEB記事
もチェックしてみよう!

2072-628-6475

早い・安い・安心の
便利スポット
データが消えない
スピード修理

　スマホユーザーなら一度は経験したこ
とのある画面割れやバッテリーの劣化。
そんな時に頼りになるのがオリスマ。確
かな技術で画面の修理、バッテリー交
換、水没の点検まで幅広い対応を目の
前でやってくれるので安心。消されてしま
うことも多い大切なデータは消えずに、
最短30分で修理が完了！iPhone・
iPad・アンドロイドの修理の他に、液晶
ガラスパワーコーティングも行っているの
で一度相談してみては。

スマホ修理
ならこの店

研修を受けたスタッフが丁寧かつ早い作業で修理。オリジナルスマホ
ケースも充実。

特典

● 修理全メニュー
……………500円OFF
● オリジナルスマートフォン
   ケース……30％OFF
（5月末まで）
※2店舗共通で使用可能

「シティライフを見た」で　

人人生生のの設設計計図図をを描描くく
ならこの人

ソニー生命保険株式会社
大阪ライフプランナーセンター第7支社
大阪市北区梅田2-2-22 ハービスENTオフィスタワー 15F

06-4797-1817
受付担当ライフプランナー
佐伯忠史（さえきただし）・四方健一（しかたけんいち）
SL2312-1520-9655

　いつまでにマイホームを買いたい、2人目
の子どもが欲しいなど、叶えたい夢に日付
をつけ、未来の生活を「見える化」すること
で、生涯必要なお金も把握できるというの
がライフプランニング。これは、家族構成や
現在の収入はもちろん、ライフスタイルや
夢・希望によって変わってくるのでオーダー
メイドのプラン立てが必要となってくる。同
社では、自分だけの未来設計図を作っても
らおうと、個別相談会を無料で実施してい
る。この機会に「今の自分」そして「これか
らのこと」を考えてみてはいかがだろうか?

経験豊富なライフプランナーによる
無料の個別相談会を実施中

こちらが
ライフプラン表
の一例

　ライフプランニング相談会
参加費 ： 無料
場　所 ： 希望にあわせて相談可
右記QRもしくは電話にて申込みを。
担当者より折り返し連絡させていただきます。

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、5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」 

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

じゅうたん売場

GaNzY
 ギャンジィー

日本最大級の絨毯売り場で
新作ギャッベが特別価格に
　ペルシャの遊牧民が一つひとつ丹精を込
めて紡ぐペルシャギャッベ。自然のぬくもりを
感じるデザイン、上質なウールの心地よさ、使
いこめば味わい深く変化をみせることが大き
な魅力。また、耐久性にも優れ、親から子、孫
の代まで使い続けることができる。世界の手
織り絨毯を輸入、直売を行う同店ならではの
クオリティ、価格と品ぞろえに注目。日本最大
級の売り場でぜひ実感してほしい。

箕面市船場西1-5-12
バッグリペアサービスビル2F
営／10時～17時　P有り

2072-749-3201
https://www.ganzy-carpet.jp/
Instagram  @ganzyteori
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萱野南 ファミリーマート

シトロエン
　　箕面

●約150cmX200cm…143,000円
●約80cmX120cm ……63,800円

●約60cmX90cm…30,000円
●約50cmX80cm…27,000円

日々の生活を豊かに

5,000円（税込）
（約40cm×40cm）
は限定30枚！

これまで手の届かなかった上質な絨毯
を手に入れるチャンス！
［特典］「シティライフを見た」で
お買い上げ金額より10%OFF（5月末まで）

ペルシャギャッベ ※すべて税込み、写真は一例

府
道
吹
田
高
槻
線

茨木
郵便局

至R171
R129

至大阪至吹田

餃子の王将 J
R
京
都
線

茨
木

イオン
モール
茨木

イオン
モール
茨木

西駅前

エエアアココンン掃掃除除
ならこの店

素人では出来ない所までエアコンを
分解・洗浄を行う。エコ洗剤使い、

室内の汚れ防止のガードもバッチリ

● 壁掛けエアコン（一般タイプ）1台目…………………… 9,980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（お掃除機能付きタイプ）1台目 ………18,700円
● 壁掛けエアコン（お掃除機能付きタイプ）2台目以降 16,700円
● 天埋式エアコン（4方向タイプ）1台目 …………………26,400円
● 天埋式エアコン（4方向タイプ）2台目以降 ………… 24,400円
特　典
エアコンクリーニング早割キャンペーン
● 人気の防カビ・抗菌コート(2,750円）が“1台分無料サービス”

（5月末まで）※詳しくはお問合せを　
※すべて税込み

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
http://osouji-osaka.com

　冬場はあまり使わないエアコン。昨年の
夏場に使ったあと掃除をしていても内部
はカビと汚れの温床。さらに春の花粉や
PM2.5、黄砂なども溜まっているとか。丁寧
な対応と高い技術力でリピーターの多い同
店なら、細部に溜まった細かい汚れまで専
用の高圧洗浄機で徹底洗浄。夏本番を迎
える前に一度掃除をしておけば、エアコン
独特の臭いを気にせずいつでも使い始めら
れる。

エアコン内まで丸洗い
夏が始まる前に内部に潜んだ
カビと汚れを徹底洗浄

精密部分、室内
に汚れた水が飛
び 散らないよう
に、保護もしっかり
される。


