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貴重なさつま知覧どりを味わえる鶏料理専門店

少人数でつかの間の焼肉タイム♪短時間でも
満足できるお店作りを心がけています！

当店は、コラーゲンやリノール酸、美味しさの決め
手となるアミノ酸を多く保有する、鹿児島ではポ
ピュラーな食材「さつま知覧どり」を使用した豊富
なメニューでおもてなし♪ご家族やご友人と過ご
す大切な時間はぜひ鳥子をご利用ください。
特典

～ご予約承ります～

イチローズモルトをはじめ、焼酎や日本酒なども多種ご

用意しております。事前のご予約で、当店自慢の白湯
スープが染み渡る「博多風水炊き」や「鶏のしゃぶしゃ
ぶ」
も承ります。

炙り焼き鳥子(とりこ)
☎ 04-2001-5584
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♪
住

炙り焼き

鳥子

検索

食べログ/ホットペッパー/インスタに掲載中！

所沢エリア

店内の消毒・席間を広くとって、元気に営業中！
クーポンを使って、当店の焼肉をお得にお楽しみください！
ご利用の際は『ぱど』をご持参下さい。

特典

読者限定！お会計
から10%オフ☆

1会計につき10%オフの大サービスです。
毎月29日「肉の日」サービスの日・テイク
アウトは対象外。[2022年2月末日迄]
焼肉一誠

検索

地元出身の店長が提供するこだわりの焼肉
店。綺麗で落ち着いた店内は女性のお客様
でも気軽に来店できると評判です☆
お1人様～ご家族連れまで様々なシーンで
ご利用可能！テイクアウトもやっています！
事前のご予約がオススメです。
☆抜群の霜降り！国産カルビ……1,100円
☆肉本来の味わい国産ロース………990円
☆やみつきぷるぷるマルチョウ……770円
☆自家製キムチはお土産にも大人気♪

焼肉一誠(いっせい)
☎ 04-2936-9253
所沢市和ケ原1-176-3
交 和ケ原1丁目交差点と所商通り入口
交差点の間・R463バイパス沿い
営 16:00～23:00
休 月曜日(祝日は営業) ※臨時休業あり
住

駐車場あり(7台)

子連れOK

座敷あり
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▼入間郡三芳町

介護スタッフ(パート・正社員)
時給960円～1,100円※資格により変動

月給250,000円～

処遇改善手当有り
㊓月給272,800円※別途、

経験者はもちろん、未経験でも積極採用!
手厚い研修で新規スタートを応援します!

資
勤
時
休
待
応

内
資

ハウスメーカーの敷地調査の補助作業等。
現場で現地調査を行うための測量や地盤調査
をはじめ、報告書作成のためのデータ入力作
業など行っていただきます。専門的な資格・経
験は問いません。イチから丁寧に研修を行い
ますので、
未経験の方でも安心して働けます。
要普通自動車免許(AT限定可)
会社に出勤後、各現場に向かっていただきま
す。
現場は埼玉、
東京など関東近郊です。
8:00～18:00(実働8時間)
※現場により多少変動します。
日曜・祝日
昇給年1回・賞与年2回・交通費規定内支給・
社保完備。
まずはお気軽にお電話ください。仕事内容の
ご質問も大歓迎！丁寧にご説明いたします。

時

待

応

ご利用者様のお話し相手・お食事のサポート・
身辺介護など。
無資格・未経験・ブランクのある方、
大歓迎
始めは簡単な仕事からお願いします。
㊓初任者研修(旧ヘルパー2級)あれば尚可
6:30～22:00の間で、
8時間勤務できる方歓迎！
短時間相談可(1日4時間位・週3日位でもOK)
㊓① 6:30～15:30 ②8:30～17:30
③10:00～19:00 ④16:15～9:15
※シフトは月毎に事前に予定を聞くので安心
社保完備、賞与年2回、昇給年1回、通勤手当、
住宅手当、
夜勤手当、
資格手当、
特定処遇改善手当、
託児所・保養所あり
まずは、
お電話ください。
お仕事内容に関する質問のお電話も歓迎！
できるかどうか不安な方もお気軽に
ご連絡ください。

特別養護老人ホーム

070-3844-3978 担当／採用係

☎04-2946-7561 担当／採用係(受付 月～金 9:00～18:00)

社会福祉法人

▼入間市

至福の会

むさしの園

〒350-1316 埼玉県狭山市南入曽1044-1
狭山ヶ丘駅より車で8分・入曽駅より車で4分

※車・バイク・自転車通勤OK

▼所沢市

クリーニング店舗受付 3店舗合同募集

①調理補助([パ]) ②調理師([常]) ③巡回検診事務員([常]) ④巡回検診看護師(登録[パ]) ⑤巡回検診検査技師(登録[パ])

ケアマネージャー(正社員・パート)

時給960円以上

給与／本文参照

給与／本文参照

時

衣服の受け渡し・レジ業務・タグ付けなど。
武蔵藤沢、TOTOｲｵﾝ、狭山ヶ丘店から選択可
時 Ⓐ9:00-13:00 Ⓑ13:00-17:00
Ⓒ17:00-20:00 Ⓓ17:00-21:00
※その他時間帯の相談もOK【Wワーク可】
Ⓔ19:00-21:00 週1・固定ルートをAT車で配送員募集
待 制服貸与、
社員割引（半額）、コロナ対策実施中
応 お気軽にTELを♪土or日働ける方積極採用

内

勤

休
給

待
応

クリーニング

①9:00～13:00、
6:00～11:00(相談可)
②日勤/8:30～17:30、早番/6:00～15:00、
遅番/10:00～19:00
③8:30～17:30(検診先により早番・遅番有)
④⑤7:30～13:00、
11:00～16:00など
実働4時間程度
夏期、
有給休暇、
産休･育休 ★年間休日115日
①時給1100円(6:00～8:00)
時給960円(8:00～13:00)
②月給185.500円～218.500円(その他早
番手当別途支給)
③月給211.500円～
④時給1,800円(正看・准看問わず)
⑤時給1,600円
交通費規定内支給、
制服貸与、
社保完、
各種手当
[正社員]退職金制度(勤続3年以上)、賞与年2回、昇給年1回
履歴書(写真貼付)を郵送ください。履歴書送付
の際ぱどを見た旨と希望職種を明記下さい。

病院

クリーニングキモト埼玉＆TOTO

医療法人社団

宏志会

安定して長く働ける病院内でのお仕事。
パートさんは時間・日数ご相談ください。

応

見学・体験実習 随時受付中
私たちと一緒に新しい人生へ
一歩踏み出してみませんか？

【ご利用までの流れ】まずはお近くの事業所へお問合せ下さい
面接

市町村での
申請・面接

今年度合格者歓迎！経験がなくてもOK！
未経験・ブランクのある方も活躍中！
勤務地は所沢駅から徒歩圏内！
残業なし！経験者優遇
土日休みなのでプライベートとの両立◎

㈱フルヤ 所沢ケアサービス

時給（基本給）
※作業手当別途支給

パート

利用者Aさんの場合

☎04-2903-8222 担当/採用係(受付 月～金9:00～18:00)
〒359-1115 埼玉県所沢市御幸町6-2所沢K・Fビル6階
所沢駅から徒歩7分※車・バイク・自転車通勤OK

956円～1,156円
施設外Aに1ヶ月内23日勤務した場合

106,352円＋作業手当4,600円 合計110,952円
作業内容

作業時間
休日
ご利用対象者

〈例〉
施設外A…
9:00～13:00の4時間

施設外作業

企業様の協力のもと一般就労に近い形で、企業の中で作業を
行います。食品工場や物流倉庫など、それぞれの事業所から専門スタッフが送迎、
同行し、
一緒に作業を行います。

1日4時間程度

利用料

なし

加入保険

雇用保険・労災保険

月8日～11日（会社カレンダーによる）
● 65歳未満の方

● 障害者手帳をお持ちの方

● 自力で毎日通勤できる方

● 就労意欲があっても、
体力や一般就労に不安のある方

雇用契約

利用開始

● お住まいの市町村で就労支援A型利用の支給決定を受けることが可能な方

追加募集 夕方4:00～朝8:00まで働ける、
利用者さん・スタッフ同時募集しています！

【運営事業者】株式会社千手 神奈川県横浜市港北区新横浜2-2-15 パレアナビル807号 045-595-9900

埼玉県内
事業所

アルト 048-959-9365

イリス 048-720-8460

ロジエ 048-299-8691

ルミエ 0429-37-5031

プラム 048-729-7773

草加市中根1-2-14 中根柴川ビル2階
東武鉄道伊勢崎線
獨協大学駅徒歩8分

春日部市中央2-17-16 吉野コーポ1F
東武スカイツリーライン
春日部駅徒歩6分

川口市戸塚2-26-6 ベルマルシェ202
JR武蔵野線・埼玉高速鉄道
東川口駅徒歩6分

所沢市東所沢和田2-10-1
アイシン和田1F
JR武蔵野線 東所沢駅徒歩4分

桶川市若宮1-5-2
パトリア桶川 403-17
JR高崎線 桶川駅徒歩1分

155334

募集中！

介護支援専門員・主任介護支援専門員
9:00～18:00(休憩1時間)
※パートは週3日程度で応相談
土曜、
日曜、
夏期、
年末年始
㊣(未経験者)月給260,000円以上
(経験者)月給280,000円以上
(主任ケアマネ)月給300,000円以上
時給1,400円以上
社会保険完備、
有給休暇、
交通費支給(規定有)
まずはお気軽にお電話ください。
面接時に履歴書(写貼)及び資格証コピーを
ご持参ください。
お仕事内容に関する質問のお電話も歓迎！
できるかどうか不安な方もお気軽に
ご連絡ください。
休日・夜間は下記へお電話ください。
090-2253-4109

居宅支援

豊岡第一病院

利用者様

ハローワークで
紹介状を貰う

待

〒358-0007 埼玉県入間市黒須1369-3
入間市駅より車で10分 (車通勤可)

就労継続支援A型事業所

見学・
実習

休
給

☎04-2964-6313 担当／総務課

障がい者

資
時

153942

所沢市狭山ヶ丘1-3007-11（受付 月～土 9:00～19:00）
狭山ヶ丘・武蔵藤沢 ※バイク・自転車通勤OK

154960

☎04-2949-2997 070-6553-9132 担当／採用係

153940

155562

〒354-0041 埼玉県入間郡三芳町藤久保27-47
鶴瀬駅より車で8分

初めてアルバイトをする方を全力で応援します！
知識・経験はいりません。週2日でもOK!

資格・知識・経験がなくてもOK！
未経験・ブランクのある方も活躍中！
託児所があるので、
小さなお子さんが
いらっしゃっても働ける職場です。
資格支援制度もあるので、
働きながら
資格取得もできます。

総合建設業・造園工事・リース工事・敷地調査

関東グリーンサービス株式会社

▼所沢市・入間市

7

▼狭山市

測量・事務スタッフ

内

所沢エリア
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