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検索

クリスマスに最適☆クセが強いこんなお店の
ローストチキンでおうちパーティー♪

毎年恒例！クリスマス限定のローストチキンレッグと手羽唐揚は数量
限定で予約受付中です☆お電話またはご来店時にご注文を承ります。

食べログ/ホットペッパー/インスタに掲載中！

炙り焼き鳥子(とりこ)
☎ 04-2001-5584

住  入間市東藤沢6-21-6
交 Pあります。おたずねください！
営 15:00～24:00
休  木曜日定休
席だけ予約も大歓迎♪

炙り焼き　鳥子

鶏だけの専門店・炙り焼き鳥子がクリスマス限
定のチキンを数量限定でご用意！おうち時間を
一層充実させる逸品でご自宅でのホームパー
ティーをご堪能ください♪ご予約はお早めに！
～宴会予約についてもまずはお問合せ下さい～

特 典～クリスマス限定ご自宅用メニュー～
【12月21日/22日/23日/24日/25日】好評予約受付中!
●鶏専門店が作る「ローストチキンレッグ1本+手羽
唐揚5本セット」2,400円●ローストチキンレッグ…
1本1,400円(1本300g相当)●手羽唐揚…5本1,000円

検索

入間市に新たな家系ラーメン店が堂々登場！
“絶頂”家系ラーメンは「いるま家」で！

【いるまラーメン】900円…トロトロの厚切りバラ肉と、柔らかく
仕上げた大判肩ロース、二種類のチャーシューをお楽しみください

毎月第3水曜日は「いるまの日」ラーメン780円→580円

絶頂家系ラーメン いるま家
☎ 042-962-2921

住  入間市下藤沢1280-1
営  ランチ 11:00～15:00（L.O.14:45）
ディナー 17:00～21:00（L.O.20:45）
※感染状況に応じて変更する場合がございます。
休  火曜日 ※駐車場あり(16台)

絶頂家系ラーメン いるま家

当店のおすすめは二種類の自家製チャー
シューを楽しめる「いるまらーめん」です。醤
油味と塩味からお選び頂けます。また、お子様
連れもご来店頂きやすいよう、店内にキッズ
スペースを設置し、さらに小学生以下のお子
様にアイス一本プレゼント中です。
●平日限定・ラーメンご注文でライス無料食放
●デリバリーも充実（ウーバーイーツ・出前館）
●話題沸騰中！24H対応冷凍自販機を設置！

（ラーメン・餃子・チャーハン）

特 典 【ぱど限定クーポン】
餃子１皿(5ヶ)無料！

食券ご購入時、スタッフまで
本券をお渡しください。

【2022年1月末日まで】
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埼玉県
マスコット

「コバトン」

「埼玉県コバトン健康マイレージ」は、18歳以上の県民の方を対象に、スマートフォ
ンアプリや歩数計を使ってウォーキングを楽しく続けられ、健康づくりを進めてい
ただくサービスです。歩数等によってポイントが付与され、貯まったポイントにより
豪華賞品が当たる抽選に参加できます。 ※賞品画像はイメージです

歩く！

1

歩数を送信！

2

抽選で賞品GET！

3 アプリのダウンロードはこちらから

iPhoneを
ご利用の方

Androidを
ご利用の方

 お問合せ
埼玉県コバトン健康マイレージ事務局
TEL.0570-035810
※ナビダイヤルの通話料金は発信者の負担となります。
〒330-9091さいたま新都心郵便局　私書箱159号
受付時間：9:00～17:00 （日・祝日・年末年始はお休み）
 WEB・お問合せ
https://kobaton-mileage.jp/

注意事項●本キャンペーンは、期間中に、コバトン健康マイレー
ジに「スマートフォンアプリ」で新規登録いただいた方が対象とな
ります。歩数計で新規登録いただいた方、アプリのお試し利用の
方は、対象外となりますので、御了承ください。●「埼玉県コバトン
健康マイレージ」は埼玉県に在住・在勤の方、または、本事業に参
加している団体(事業者、保険者)に所属されている方が参加でき
ます。 ●当選された方には、マイレージ参加時に登録された御住
所へ賞品を発送いたします。

登録
無料

お食事券等

楽しく歩いて健康になろう♪ポイント貯めて、賞品ＧＥＴ!!

アプリ新規登録で当たるチャンス！

焼肉レストラン安楽亭
総額10万円！

2,000円お食事券
50名様

華屋与兵衛
500円分お食事券

20名様

2021.12.1
2022.2.28

※画像はイメージです

キャンペーン期間中、アプリに新規登録をしてウォーキング
をすると、人気の飲食店のお食事券等が抽選で当たります。

など

例えば…

検索

忘年会のご予約はお早めに☆お得なコースあり！
ご予約専門 0120-897-014

素材にこだわったもんじゃ・お好み焼きをお楽しみ下さい♪
全席禁煙なのでお子様連れでもOK!個室・座敷もあり

駐車場あり　TAKE OUTあり

味のどんなもんじゃ
☎ 04-2901-0800

住  入間市豊岡1-9-5 (サイオス裏)
営 平日11:30～15:30
17:00～24:00(L.O.23:00)
土日祝11:30～24:00
休  火曜日

どんなもんじゃ

ランチ90分の食べ放題1,518円も大好評☆
もんじゃ焼き/お好み焼き全メニュー/焼きそ
ばが食べ放題！そしてソフトドリンクも飲み
放題☆もんじゃ焼きは約50種類!あなたに
ピッタリのもんじゃが見つかるはず!!店内の
消毒と座席間を広くとり営業中。
ご家族やお友達と広々とした店内でお腹いっ
ぱいお召上がり下さい。お座敷もあるので女
子会・お食事会にも最適です♪
もんじゃのテイクアウト始めました！

特 典とくとくコース…2,180円/1名
もんじゃ焼き・お好み焼き・鉄板焼きがメインのお得な
コース♪●もんじゃ焼き3品●お好み焼き1品●焼き物
2品●漬物2品●焼きそば1品●ドリンク4品☆+1,650
円で飲み放題！※4名様の場合の例※2名～ご利用可！
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検索

リバウンドしない高代謝ダイエット！『ただ痩せるだけではない』深部から身体を整え、免疫力もUP！

一人一人のパーソナルカルテのデータに基づいた施術を行います。
リラックスできる広々とした開放的な店内です。コロナ対策実施中。 女性専用　個室有　カードOK　予約優先制　駐車場完備

フェイストリートメント60分 3,900円
お肌の真皮層にアプローチ。
コラーゲン､エラスチンの質
を高め、細胞レベルでお肌が
若返る!活性酸素を除去しシ
ミ､シワ､たるみ､くすみ改善!
お肌の変化を実感頂けます。
(通常4,800円) 1月6日迄

美と健康スタジオ　メディビューティ
☎ 04-2959-3331

住  狭山市入間川1432-1
交 狭山スイミングクラブさん隣り
営  10:00～20:00
休  火曜日
≪フリーアクセス≫0800-800-3631

メディビューティ　狭山

滞った身体を｢ほぐし｣｢温め｣頑固なセルライ
トにダイレクトに働きかける施術！
お客様の身体のバランスを測定し、表面のケア
だけではなく、身体の内側までアプローチし、
お一人お一人の身体に合わせた最適な施術を
行います。身体の内側を活性化し血行促進、基
礎代謝・新陳代謝、免疫力UP！体内の老廃物
を排出し、むくみ改善！溜め込まない､太らな
い、リバウンドしない高代謝で巡りの良い身体
を創ります。施術後、実感いただけます！

特 典 高代謝ダイエット
90分　11,600円⇒4,800円

全身のセルライトを徹底除去して、代謝をアップ！お
客様の身体の状態に合わせた最適で効率的なセルライ
ト除去をご案内いたします。 [2022年1月6日迄]

特 典 体幹強化ダイエット
50分　4,800円⇒3,300円

体幹を鍛えて脂肪燃焼力もUP！腰周りのインナー
マッスルも鍛えられ、腰周り・ヒップ・ボディライン全
体も引き締まり美しい体型へ。 [2022年1月6日迄]

検索

お肌の悩み、ココロの疲れに。癒しのオールハン
ドマッサージで特別な時間を♪

ボディコースもございます。お気軽にお問い合せください。
※化粧品のキープ・販売はございません。

完全予約制　女性専用　駐車場2台あり

ホームエステティックサロン Ange
☎ 080-3939-0218

住  入間市東町　Pあり
♦自宅サロンの為、詳細はご予約時に。
営  9:00～20:00　日曜定休
★ボディのコースもございます。
※マスク着用でのご来店にご協力ください。

ホームエステティックサロン Ange

住宅街の中にある小さなプライベートサロン。
オールハンドによる心を込めた施術で、キレイ
になりたい気持ちを応援しています。マスクに
よる肌あれやくすみ、しわ、たるみ等のケアは
もちろん、疲れにも効果を実感していただける
はず。今年最後のお試しチャンス！お肌に磨き
をかけて明るく新年を迎えましょう♪
★肌あれ・乾燥が気になる方に
リラックスコース　60分　4,000円
首までのオイルマッサージ付きです。

特 典 しわ・たるみ・しみの改善に
ベーシックコース90分 4,800円→3,000円

オーガニック由来の化粧品を使用。肌の奥までしっかりとア
プローチします。肩甲骨までのマッサージ付きです。
★次回ご予約で1,000円引き【2022年1月31日まで有効】

TOWN GUIDE
地元を楽しもう

その他買い物住まいスクールリラックスヘアサロンキレイグルメ

TOWN GUIDE
地元を楽しもう

その他買い物住まいスクールリラックスヘアサロンキレイグルメ
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[ア][パ][契]①交通誘導　②夜間施設警備
1日1勤務 ①8,000～9,500円　②8,750円
★交通費全額支給

▼入間市(勤務地多数)

〒358-0003 埼玉県入間市豊岡1-4-8池田ビル2階
「入間市駅」より徒歩3分(面接・研修地)

1
4

9
7

5
0

警備・警備保障
株式会社 ティーエム
☎04-2997-8288 担当／採用係

直行直帰OK！シニア世代が大活躍中！！
自由なシフトで働きやすさは抜群です！
内 ①所沢、入間、川越、日高地区及び都内近辺

での交通誘導。一般(道路)、商業施設の駐車場
②商業施設等の夜間警備(巡回･出入管理等)

時 ①8:00～17:00　②22:00～5:00
※休憩1時間あり。日数の調整も可能
◆予め確認させていただいたご希望をもと
に、勤務日程をお知らせします。都合が合わな
い場合は気軽に伝えてください。

待 ♦昇給他、手当あり ♦社保完 ♦精勤手当支給
　(1勤務500～1,500円/資格･経験による)
♦法定研修3日間有(24,500円支給･食事付)

応 まずはお気軽にお電話ください。
PR みんな仲が良く、ファミリー的な雰囲気です。

個々の事情を配慮した安心して働ける環境。
現場多数あり。★掲載終了後も随時面接可能！

リフォームアドバイザー

月給250,000円～500,000円(実績により変動)

▼飯能市

内 主に個人住宅の新築や、リノベーションの設
計・監理をお願いします。営業から引渡まで一
連の業務を担当して頂きますが、飛び込み営
業や、テレアポのような営業は行いません。
デザインのみならずお客様のライフスタイル
に合った住まいづくりのトータルアドバイス
業務です。

資 高卒以上。PCの基本操作必須。建築系の有資
格者優遇。CAD操作できれば尚可

時 9:00～18:00(実働8ｈ・残業有)
休 年間休日113日（毎週水曜定休）
年末年始・GW・夏季・慶弔

待 交通費支給(上限有)、社保完備、資格手当
応 電話もしくはメールにて連絡の上、
履歴書(写貼)を送付下さい。

PR お客様とも社内でもコミュニケーションを大
切にしています。明るく、前向きに頑張って下
さる方、大歓迎です！

1
4

9
4

6
9

〒357-0035 埼玉県飯能市柳町23-51F　　　　　　　　　　　　　詳細はコチラのHPからご覧ください→
飯能駅北口より徒歩1分

注文住宅設計・リフォーム
株式会社HIRO.HOUSE.TEC
☎042-974-4351 担当/採用係　10:00～18:00(水曜除く)

ものづくりは、こころづくりから。
地域密着を目指しています。

近隣の皆様の笑顔溢れる生活のため、
一緒に頑張れるスタッフを募集中です！

2tドライバー

月給26万円～＋各種手当

▼入間市

〒358-0015 入間市二本木1290西濃運輸株式会社さん内
国道16号「二本木」交差点近く

1
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配送業
株式会社ミツミ
☎04-2934-3911 担当/採用係

普通免許でOK！未経験の方も大歓迎！
20代～60代、幅広い世代が活躍中です！
内 2t車でエリア配送をお願いします。
未経験から始めたスタッフも活躍中です！

資 要普通自動車免許。年齢・学歴・経験、不問
時 8:00～17:00(実働8h、日により2hほど残業)
休 週休2日＋祝日・GW・夏季・年末年始
待 交通費規定内支給、制服貸与、社保完備、
昇給あり、保養所あり、稼働分週払い可

応 まずはお気軽にお電話ください。

広告プランナー

月給220,000円以上＋インセンティブ/試用期間有

▼所沢市

内 お店や企業に、ぱどが展開するメディア(情報
誌・チラシ・WEB・イベント等)を提案して販
売促進活動のお手伝いをするお仕事です。

資 大卒以上、簡単なPCの基本操作が出来ること。
自動車持込歓迎（手当有）

時 9:00～18:00(実働8ｈ・残業有)
休 年間休日122日(週休2日制／土日祝)

年末年始・GW・夏季・慶弔
待 交通費支給(上限有)、社会保険完備
応 電話連絡の上、履歴書(写貼)を送付下さい。
PR 営業経験者大歓迎！法人営業・広告営業の経

験がある方は特に優遇いたします。地域の企
業やお店の想いをあなたの働きで地域の方々
に届けてください。頑張って成果を出した分
は会社がしっかりと評価し給与に反映する仕
組みがあります。
<年収例>30代 550万円・40代 650万円
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〒359-1142 埼玉県所沢市上新井4-78-24
西武池袋線「小手指」駅徒歩5分※車通勤可

フリーペーパーの発行
株式会社 西埼玉ぱど
☎04-2928-3277 担当/採用係(受付平日9:30～18:00)

あなたのこれまでの営業経験が活かせる
職場です。年齢・男女問わず、実績を出し
た社員が評価されるステージで存分に経
験を発揮してください！


