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子どもピアノお試し 3回 授業料7,700円
正式入会時の入会金半額!!
知能の向上にもつながるピアノレッスンは
手指や認知が発達する4歳～のスタートが
オススメ!!初心者に大人気のレッスンです。
対象4～6歳。
曜日・時間固定。
※正式入会時には、
教材費と運営管理費を
別途ご負担頂きます。
♪ピアノをはじめる前の３歳ソルフェージュ♪
特典

カワイ音楽教室

満3歳から(4歳になったらピアノ個人レッスンにすすみます)
授業料：8,800円(教材代含) ※運営管理費220円別途
月3回 30分の個人レッスン 特典：入会金0円!!
1月28日までに体験後即決入会された方

♪大人の方はこちら♪

特典

先生と1対1の30分の個人レッスン

【初心者限定 15時迄】期限1月28日迄
3回 8,250円→4,125円
特典：正式入会時、
入会金0円!!

カワイ音楽教室

検索

初心者OK

狭山教室
☎ 0120-329-154
住 狭山市入間川3-4-15
プリマビル1F
交 狭山市駅より徒歩8分
【受付】
火～土 9:00～17:30
小手指センター
☎ 0120-329-154
住 所沢市小手指町4-19-8-109
交 小手指駅より徒歩5分
※専用Ｐあり
【受付】
火～土 9:00～17:30

お子さまから大人の方まで無料体験あり★

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』オーダーメイド施術を行います
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、身体の内側まで活性化し免疫力・基礎代
謝・新陳代謝UP！体内の老廃物をも排出し、
むくみ改善！お一人お一人の身体に合わせた
最適な施術を行い、溜め込まない・太らない・
リバウンドしない身体を創ります。

特典

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2月3日迄]

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2月3日迄]

施術後、実感いただけます！
フェイストリートメント60分 3,900円

美と健康スタジオ メディビューティ

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) 2月3日迄

体幹強化ダイエット
50分 4,800円⇒3,300円

☎ 04-2959-3331
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
住

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。

メディビューティ

狭山

検索

女性専用

個室有

カードOK

予約優先制

駐車場完備

3

4

2022.01.07

狭山・新所沢エリア

2022.01.07

狭山・新所沢エリア

5

6

2022.01.07

狭山・新所沢エリア

2022.01.07

狭山・新所沢エリア

7

8

2022.01.07

狭山・新所沢エリア

▼入間市

▼狭山市・所沢市

2t・4tドライバー

①介護福祉士

月給26万円～＋各種手当

①時給

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

内

資
時
休
待
応

資

2t車 or 4t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！
要普通自動車免許。
年齢・学歴・経験、
不問
8:00～17:00(実働8h、
日により2hほど残業)
週休2日＋祝日・GW・夏季・年末年始
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
まずはお気軽にお電話ください。

勤

時
休
待

応

☎04-2920-0523 採用課

休
待
応

ソファーカバーの縫製のお仕事です。初めは
慣れるまで仕事量は調整するのでブランクの
ある方でも安心して作業できます。
年齢不問《未経験者大歓迎》
8:30～15:00又の間で1日3日位、
週2日位でもOK！
土・日・祝日、年末年始、その他相談OK
交通費規定内支給
まずはお気軽にお電話ください。
WEBから「イマトク工芸」で検索！

資
時
休
待
応

椅子・ソファの張り替え修理

株式会社 イマトク工芸

時給960円～1,100円※資格により変動

①住宅関連製品を法人向けに提案・販売する
営業職です。皆さんの身近な埼玉西部エリア
が営業範囲となります。未経験の方には先輩
が同行し指導しますので、
一から学べます！
②各現場に出向き、組立・施工・運搬の業務を
お願いします。未経験の方にも丁寧に指導し
ます！
未経験歓迎・学歴不問
8:30～17:30
週休二日制、
祝日、
夏季、
年末年始
交通費支給(上限有)、社会保険完備、家族手当、
賞与あり(年2回)
電話連絡の上、履歴書(写貼)を送付下さい。ご
不明点・ご質問などがあれば、お気軽にお問い
合わせください。

時

待

応

資

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、
1日4時間位・週3日位で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。

☎042-978-6161 担当/関口（受付平日8:30～17:30）

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

〒357-0013 埼玉県飯能市芦苅場394-1
業務エリア：埼玉西部地域

so-ken@circus.ocn.ne.jp

社会福祉法人

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

②夜勤専従介護スタッフ

①定員10名の小規模デイサービス。ご利用者
様の話し相手や食事を4人体制でサポート。
②19:00～翌9:00の間のご利用者様の身辺
介護(実働8h)
①②初任者研修以上(旧ヘルパー2級以上)
※介護福祉士等(ブランクのある方もOK)
初めは簡単なお仕事からお願いするので安心
です。
①7:00～19:00の間で週3日位でもOK！
勤務時間はご相談ください。
◎シフトは事前に予定を聞くので毎月の変更
もOK※残業なし
社会保険完備、交通費規定内支給、
正社員登用
あり、処遇改善手当別途支給、各種手当あり、
車・バイク・自転車通勤可
まずはお気軽にお電話ください。
お仕事内容に関する質問のお電話も歓迎です！

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

週3日～勤務OK！ブランクのある方・
シニアの方も積極採用中♪
地元で働きたい方・相談員の資格をお持
ちの方、まずは一度、施設の見学に来てみ
ませんか？実際のお仕事の様子をご覧い
ただけます♪

内

資
時
休
待
応
PR

デイサービス

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！

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)
〒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

153105

152974

☎04-2001-8775 担当／採用係(受付 月～金8:00～18:00)

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。
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）
9:00～18:00(実働8ｈ・残業有)
年間休日122日(週休2日制／土日祝)
年末年始・GW・夏季・慶弔
交通費支給(上限有)、
社会保険完備
電話連絡の上、
履歴書(写貼)を送付下さい。
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

フリーペーパーの発行

デイサービス本舗 狭山ヶ丘

〒359-1106 埼玉県所沢市東狭山ケ丘1-31-47
狭山ヶ丘駅東口徒歩5分※車・バイク・自転車通勤可

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。

153020

資

内

特別養護老人ホーム

①時給1,000円以上※介護福祉士は時給1,100円以上 ②1勤務 9,000円以上
内

週休2日、土日祝日休みでプライベートも充実♪
営業職、サッシ組立て・運搬・
エクステリア施工募集
㈱LIXILやYKKAP㈱販売店で、サッシを
中心に建築資材全般を取り扱っています。
九州地区トップクラスの販売店㈱みらい
ふのグループ会社です。安定した弊社で一
緒に働きませんか？未経験者の方も一か
ら丁寧に指導しますので安心して働けます！

みらいふグループ埼玉西支店

▼所沢市

①介護スタッフ

処遇改善手当有り
㊓月給272,800円※別途、

153635

〒359-0027 埼玉県所沢市松郷142-2
東所沢駅徒歩15分 ※車・バイク・自転車通勤相談可

介護スタッフ(パート・正社員)

装建トーヨー株式会社
153749

☎04-2941-2990 担当／今徳(受付8:30～17:00)

153805

時

152635

資

内

〒359-1106 埼玉県所沢市東狭山ヶ丘4-2692-1

▼狭山市

②サッシ組立・エクステリア施工・運搬

②月給230,000円以上

土・日・祝日はお休み♪物を縫ったりする
ことが、好きな方なら出来るお仕事。
内

社会医療法人 至仁会

①月給250,000円以上

時給1,000円以上(経験者優遇します)

リハビリが中心のデイサービスです。
豊富な教育サポート＆福利厚生が揃った
当法人でチャレンジしてみませんか？
未経験の方歓迎!ブランクある方も歓迎!
扶養の範囲内OK！家事との両立も可能
です。
食事介助なし、
入浴介助なし。

リハビリ補助業務 ※送迎業務あり
※食事や入浴は行っておりません
①介護福祉士の国家資格保有者。
要運転免許
②経験、
資格不問。
要運転免許
①②フィットリハ陽 富士見
(狭山市富士見1-27-18煉瓦館
ノイエルンテA号室)
①②フィットリハ陽 中富
(所沢市中富735-7)
8：15～17：15、
8：30～17：30
※週2～3日、
週3日からOK、
シフト制
日曜・祝日・年末年始休み
交通費支給、
制服あり、
研修制度充実、
社会保険完備、
各種イベント、
車通勤可能
無料託児所完備※法人内別施設(チャイルド
パーク)でのお預かりになります。
質問だけでも歓迎！気軽にお電話ください。

☎04-2934-3911 担当/採用係

▼飯能市

①法人営業

1,100円～

介護施設

〒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

ソファーカバーの縫製スタッフ

②時給

配送業

株式会社ミツミ

▼所沢市

1,150円～

②リハビリ助手

