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昨年オープンした漢方健康キムチ専門店。
本場韓国ならではの製法で、7種類の漢方エキ
スとキムチダレを混ぜ合わせ、体に栄養を吸
収しやすくしています。
スッキリとした辛さで、白菜の歯ごたえある
食感が特徴です！写真の白菜キムチ他、ニン
ニクキムチ・大根葉キムチ・きゅうりキムチ・
わけぎキムチ・ニラキムチをご用意しており
ます。

お友達と一緒に関わる中で、色々なことを学ぶ機会
を設け、子ども達ひとり一人の「できる」を大切にし、
「できた」という喜びを子ども達と共感しながら心も
体もたくましく成長できる保育を心がけています。
★園庭開放のお知らせ★
令和4年2月5日(土)・3月5日(土)

時間:9:30～11:30※時間内にご自由
にお入りいただけます。遊具も自由に
使えます。
ぜひ遊びに来てください♪

全キムチにお試しキムチ(税込100円)あり

ふじ保育園
☎ 049-225-4316
川越市大仙波973-8
JR川越駅東口バス11分
西武新宿線本川越駅バス18分
営 平日 7:00～19:00
土曜 7:00～13:00(延長可)

住
交

検索

ふじ保育園

●漢方健康キムチの効能

特典

免疫機能強化・新陳代謝の活性化・

老化予防・記憶力改善・抗がん作用・
滋養強壮・風邪予防・冷え性緩和 他

詳しくはホームページをご覧ください
川越

漢方健康キムチ

20年の経験、
安心の1万人以上の施術実績
23時まで予約可能！土日も営業しています
この度皆様が特に悩まされている慢性的な肩
こり・腰痛をメインとした施術を行いたいと
思い、整体院としてリニューアルオープンい
たしました。皆様の健康維持のお手伝いがで
きますよう、院長が責任をもって丁寧なカウ
ンセリング、
施術を行ってまいります。
全身マッサージ(予約制)50分
特典

3,000円

特典

身体のゆがみ、バランス、姿勢パターンなどを計測。そ
の結果に基づいた効率的な施術を行います。
※切抜をご提示ください [2022年2月28日まで]
たかしな整体院

検索

予約優先制

検索

テイクアウト

専用マシンで適正な長さ・形に仕上げます
有効期限：2022年3月31日まで

たかしな整体院
☎ 049-245-8948

フットケアスペシャルコース
90分 11,000円 ⇒ 7,700円

特典

川越市藤間958-16
7:00～24:00
※一部予約制
※緊急時は休日でも随時対応
休 水曜日・祝日
住

[施術内容] 足浴→爪切り→タコ・魚の目・踵ケア→
スクラブ→保湿オイル・クリーム
有効期限：2022年3月31日まで

診

広々駐車場9台あり

カリテスファム

南古谷

検索

検索

島崎畳店

出張OK

本店
☎ 049-223-0624
住 川越市宮元町56-28
交 ヤオコー川越山田店さん近く
営 8:00～18:00 受付:お電話または
HPからお問合せください
休 水曜日

春のワクワク ときめき出逢いパーティー
特典
日時：令和4年4月3日(日)14:00～16:00
場所：ウェスタ川越 1階 第1会議室
参加費：男性6,000円 女性5,000円
※2月28日までのお申込みで500円引き
マリー・ジュノー

お子さまと一緒に時間を気にせずオシャレを
楽しめるヘアサロンをご存知でしょうか？

検索

結婚相談所 マリー・ジュノー
☎ 049-226-0777
川越市菅原町13-1
交 川越駅東口より徒歩3分
営 10:00～19:00
休 火曜日・水曜日定休

初婚･再婚20～80代まで成婚150組以上の確かな実績

自粛や新しい生活様式の生活不活発病に注意。
身体のバランスを整え、不調改善＆免疫力UP
ひっぱる,ねじる,ボキボキしない優しい施術
でずれたり広がっている関節を正常に整え、
身体の動きを正常にし機能を取り戻し、筋・筋
膜・神経系・循環器系が持つ本来の力を発揮
できるよう導きます。
特典

②カラー+カット+毛髪修復
15,730円⇒12,584円

17,600円 ※②③共にマイクロバブル+炭酸ミスト付!
[2022年2月24日迄]
みずほ台

検索

ぱど読者限定!!初回施術
6,600円⇒4,500円(初見料込)

[施術通常料金]初見料2,100円･一般4,500円
18才以下,65才以上3,800円･小学生以下3,000円
予約時
「ぱど見た」
とお伝えください[2月24日迄]

③パーマ+カラー+カット+毛髪修復 22,000円⇒

リレット

結婚相談所マリージュノーが開催する、和気
あいあいとした雰囲気が好評の、各テーブル
ごと1人1人、全員とお話ができるパーティー
です。素敵な出逢いのきっかけを応援します。
対象 男性 30歳～49歳までの独身の社会人
女性 28歳～48歳までの独身の方
※定員制・事前にお電話にてお申込み下さい。
※コロナワクチン接種がお済の方
●50歳以上の｢中高年パーティー｣当社パー
ティー室で4/24(日)開催予定!参加者募集中!

①縮毛矯正＋カット
22,605円

通常価格30,140円～の20％OFF！
毛髪修復、マイクロバブル、炭酸ミス
ト付! [2022年2月24日迄]

特典

住 川越市泉町1-1 ウニクス南古谷フィット
ネス棟1F (美容室併設フットケアサロン)
交 JR川越線
「南古谷」駅より徒歩5分
営 10:00～18:00
休 日曜日

住

｢ママだってたまには主役になりたい！｣
そんな日頃お忙しいママさんの願いを叶える
ヘアサロンです。専任の保育士がお子様を大
切に見守る無料託児室を完備しています。小
さなお子様をお持ちですと躊躇しがちのパー
マやカラーも安心して施術が受けられます。
特典

☎ 049-257-5731

令和4年4月3日(日)ウェスタ川越にて
春のワクワクときめき出逢いパーティー開催

元教員のチーフカウンセラーの中澤です。安心して相談できる信頼
関係、コミュニケーションを大切にしています。

坂戸店
☎ 049-223-0624
住 坂戸市小沼502-1
交 坂戸ICから車で5分
営 8:00～18:00 受付:お電話または
HPからお問合せください
休 水曜日

Charites fam（カリテスファム）

大型駐車場あり・予約優先・託児室あり・メンズ歓迎

島崎畳店

●畳表替え(一般住宅用)
・・・6,600円～(税込)
●襖糸入り張り替え
・・・4,950円～(税込)
●網戸張り替え・障子貼り替え・・・2,750円～(税込)
※種類・サイズにより異なります。
※お問合せ下さい。

売切終了

[施術内容] 足浴→爪切り→保湿オイル

新生活をスタートしようと思ってもボロボロ
の畳の和室では気分が上がりませんよね…当
店では10種類以上の縁や豊富な畳表を取り
揃えております。見本を見て、触って納得した
ものをお選びいただけます。
■お見積りは無料！縁無し畳もご相談下さい

価格一例
特典

デリバリー

爪カット(30分)
3,300円 ⇒ 2,200円

畳表替え一部屋なら、朝引き上げのPM納めも
可！網戸の張替え2,750円～。襖・障子もお任せ

種類豊富な畳と迅速な張り替えが自慢。
地域密着の畳店で安心作業。
店舗前に短時間の停車可。

☎ 0120-233-118
川越市南通町1-4
交 川越駅から徒歩3分
営 11:00～15:00
休 日曜日 お電話またはHPから
お気軽にお問い合わせください。
住

健康は足元から！足・爪のトラブルは日常生活
に支障をきたす事に…専門ケアで健康爪へ！

特典

因を把握し、的確なオーダーメイド施術により健康な身
体へと導きます。今までなかなか改善されなかった身体

最新の姿勢計測システムで身体
のゆがみ、
バランスを無料測定！

川越

漢方健康キムチ

年齢とともに水分が減少し、弾力性を失った
の高齢者の爪は硬く、分厚くなってしまいま
す。厚くなった爪を切ろうとすると力が入っ
てしまい、皮膚を傷つけてしまう恐れがある
ので注意が必要です。改善しない爪のお悩み、
プロの技術で丁寧にケアいたします。

丁寧なカウンセリングにより、1人1人異なる不調の原

の不調、ぜひお気軽にご相談ください。

子連れOK

3

本場韓国の本格自家製キムチ専門店
デリバリー＆テイクアウト承ります♪

【園児募集中】体育と
音楽を基にした保育

特典

川越エリア

その悩みお任せください。病院では｢異常なし｣と言われお悩みの方
も迷わずまずは相談ください。少しの体調の変化(不調のサイン)を
見逃さない日頃の体調管理が大切です。

Lit Letto
☎ 049-293-4415

☎ 049-293-7909

頭～腰･骨盤,肩・股関節の関節を自然な安定位にし、
身体に負担をかけずに脳･脊髄･神経系に働きかけます。
また妊婦さんのお腹にも負担をかけずに施術する事が

入間郡三芳町みよし台7-9 ※Pあり
交 みずほ台駅西口より徒歩8分
営 平日10:00～20:00
土･日･祝9:00～19:00
休 火曜日定休
住

無料託児室あり(10:00～15:00要予約)

市沢カイロプラクティック

希少 脊柱非観血外科処置台

可能です。

予約優先制

市沢カイロ ふじみ野

検索

ふじみ野市市沢2-8-17 1F
営 火～土曜 9:00～21:00
日・祝日 9:00～17:00
休 月曜
※時間外応相談
住

P2台有 子連れOK 個室有 予約優先制 日曜･祝日も営業 更衣室有
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自然素材を使う髪質改善オーガニックカラーの専門店
髪や頭皮を傷めず、染めるほど美しく仕上げます！
「髪に艶がない」
「 ハリコシがない」
「 地肌が弱
い」などのお悩みには、オーガニックカラーが
おすすめ！細やかな色味の調整が可能な、髪
や頭皮への負担が少ない和色の白髪染めなの
で、
自然で理想通りの雰囲気に仕上がります。
※カットのみは4,400円となります。
炭酸泉ヘッドスパ

特典

リラックス効果はもちろん、頭皮のコリをほぐし、血行

を促進することで、むくみの改善や、お顔のリフトアッ
プ効果が期待できます。この時期だからこそ気になる、

皮脂の汚れやニオイケアにもおすすめ！

特典

カット&オーガニックカラー
11,000円→9,900円(炭酸泉ヘッドスパ付)

和漢植物使用の為、頭皮にトラブルがある方も安心。※カット・パー
マ・シャンプー・ブロー込 ※他クーポン併用不可【期限：3/24迄】
■広告切抜or撮影画面提示ください ■WEB限定クーポンあり
ヴィエル

鶴瀬に2号店となる販売所がOPEN！！
素材にこだわった種類豊富なパンがお出迎え♪
オススメはKoMugiのふんわり食パン。
ルヴァ
ン種を使用し、小麦の香りを引き出している
のでそのまま食べても美味しい♪揚げパン・
カレーパンは各店 店内製造のため、温かいも
のを提供いたします！本店は19:00迄営業。
ご予約・お取り置きもご相談ください。

しあわせパン工房

数量限定 ノア・レザン・クリームチーズ。パンよりもクルミとレーズ
ンの割合が多め！まろやかなクリームチーズとマッチしたパンです。

特典

税込500円毎に次回使える
50円分の金券プレゼント！

※お会計時に切り抜きをご提示ください。
※みずほ台本店・鶴瀬店で使用可
※2022年2月28日迄
しあわせパン工房

KoMugi

検索

KoMugi

鶴瀬店
☎ 049-211-6859
住 富士見市羽沢2丁目17−11
営 9:30～13:30
休 水曜日
※鶴瀬店は駐車場がないので、近隣や他の
店舗様への駐車はお控えください。
みずほ台 本店 ☎ 049-268-7001
住 富士見市東みずほ台1丁目3−14
営 7:30～19:00
休 水曜日
店舗向かいに駐車場3台有り。

ふじみ野

検索

VIELE(ヴィエル) hair & care
☎ 049-278-3922
住 富士見市ふじみ野西1-24-8 2F
※エレベーター有。車イスの方、お気軽にご連絡下さい
営 9:30～19:00 ※時間外応相談
休 火曜日 ※駐車場無し ※近隣パーキングの駐車
証明書ご提示で駐車料金一部負担

WEB･キレイぱどからご予約できます！ 着付けも行っています★

あつあつポカポカ♪体の芯から温まりますよ～
大粒ぷりっぷり！牡蠣の洋風トマト雑炊
●牡蠣の洋風トマト雑炊 900円
3月までの冬季限定メニュー！広島県産の大
粒牡蠣がいっぱい♪心も体も満足の逸品です
●シナモンと柑橘香る冬のお楽しみ♪
香音オリジナル
『グリューワイン』650円
●アルバイト募集中！詳細はお気軽に連絡を
ランチプレート1,050円

特典

ぶりと大根のトマト煮、お豆とポテト

のサラダ、
美桜鶏むね肉のわさびだれ、
グリーンサラダ、茶飯、ほうれん草の
スープ、
ドリンク (内容は季節替わり)

特典

①牡蠣のトマト雑炊50円OFF
②ランチプレート50円OFF

③コーヒー1杯無料
※①②③併用不可､
③お食事･又はデザートご注文の方、
1グループ6名様迄、
[2022年2月24日迄]
香音 みずほ台

検索

Soup&Tea House 香音(カノン)
☎ 049-257-4475
住 富士見市西みずほ台1-1-7

NRビル2階 席のみのご予約OK

営 11:00～16:00(LO15:00)

17:00～22:00(LO21:00)

休 日曜日※時間は変更になる場合もございます

席を間引いて営業中

フェイスブックもあります
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▼飯能市

①法人営業

▼ふじみ野市

②サッシ組立・エクステリア施工・運搬

保育士㊣

①月給250,000円以上

㊣月給20万円以上※経験により優遇いたします。

②月給230,000円以上
内

資
時
休
待
応

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。

時給1,080円

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

▼富士見市

①サロンスタッフ ②ショップオーナー候補
①月4万円～15万円の新人支援制度有 ②月収例25万円以上も可

時給1,000円(土日1,100円)

笑顔があふれるお店です！年齢不問！
美容が好きな30～40代の方も大歓迎♪

明るく笑顔で元気に接客出来る方
経験者優遇
ブランクのある方、美容学生さんも歓迎！

内

時
待
応
PR

▼川越市

スタイリスト及びアシスタント

すぐの実務はございません。まずは美容の基
礎や技術を丁寧な研修にて学んで頂きます。
9:00～20:00 日曜定休・夏期,年末休暇あり
①週2日、1日4h～OK ②本社研修～スタート
資格取得制度、美容研修、未就学児保育手当
見学だけでもOK!お気軽にお問合せ下さい。
未経験､WワークOK!育児との両立､キャリア
アップ等生活に合う働き方で長年働けます！

☎049-256-5778 担当/吉成

〒356-0005 埼玉県ふじみ野市西2-12-25
東武東上線「上福岡駅」
徒歩8分 ※車通勤可

▼ふじみ野市

①清掃スタッフ ②看護スタッフ

製造・販売・接客スタッフ
時給1,000円～、
高校生960円～

時給①960円～ ②1,430円～

土日祝は時給50円UP！

WワークOK！メモを取らなくても大丈夫♪
分からないことは何度でも丁寧に教えます！

内

唐揚げ・お弁当等の簡単な調理・レジ・接客
10:30～20:30の間で1日3h、
週2日～OK！
(シフトは2週間毎の自己申告制）
待 昇給有、
交通費規定内支給、
割引制度有
応 時間帯などまずはお気軽にご相談ください。
PR【募集店舗】
川越城下町本店/川越今福店
ふじみ野店/志木宗岡店

内

美容師免許(美容学生資格不問)
時 9:00～17:00の間から時間応相談
週2日～OK
待 交通費規定内支給
インセンティブ新規指名10％有
応 まずはお気軽にお電話ください。

時

資

時

休
待

応

エステサロン

飲食店

介護施設

☎049-278-3922 採用担当：野口(受付9:30～19:00/火曜日定休)

☎0120-27-0421 担当/採用係

☎049-269-3081 担当／採用係

〒356-0034 埼玉県ふじみ野市駒林1145-1
ふじみ野駅より送迎あり

156088

〒350-0853 埼玉県川越市城下町10-1
勤務地により異なる

お子様の体調不良や、
学校行事など
急なお休みも対応致します!
子育て中の方でも安心して働ける環境♪
看護スタッフは、
ブランクのある方
への指導も充実！

社会福祉法人 秋桜園

156557

〒354-0035 埼玉県富士見市ふじみ野西１丁目２４−８さくらビル 2F
ふじみ野駅西口より徒歩3分

アゲラー本舗からあげ屋

156129

〒356-0004 埼玉県ふじみ野市上福岡1-6-38花磯ビル202
上福岡駅から徒歩２分

156534

VIELE hair&care

☎049-293-6716 担当／松本

①施設内の公共の場や居室等の清掃、
その他
の雑務など。
特別な技術は必要ありません。
②利用者様の健康チェックや受診の付き添い
など初めのうちは、
先輩スタッフが丁寧に
指導しますので、
実務経験のない方・
ブランクのある方でも安心して働けます。
①9:00～16:00 ※週3日～OK
勤務時間の質問など気軽にご相談ください
②8:45～17:45 ※1日3.5h～、
週3日～OK
午前のみ・午後のみなど時間調節可
シフト制。お子様の用事などの急なお休みな
どにも対応します。
社会保険完備(勤務条件による)
車通勤・バイク通勤・自転車通勤可、
扶養内勤務可、
ふじみ野駅より送迎あり
質問･見学だけでも歓迎♪
まずは、
お気軽にご連絡ください。

ヘアサロン

ポーラ ザ ビューティー 上福岡店

156713

so-ken@circus.ocn.ne.jp

たんぽぽ第二保育園

156744

☎042-978-6161 担当/関口（受付平日8:30～17:30）
▼ふじみ野市

結婚退職・定年退職のため正規職員大募
集！新卒保育士 20万円、
中途10万円の
お祝い金あり♪ブランクのある方歓迎！
見学もお気軽に！

保育園

装建トーヨー株式会社

〒357-0013 埼玉県飯能市芦苅場394-1
業務エリア：埼玉西部地域

18時以降+200円

保育士業務全般
資 保育士
時 ㊣7:00～19:00のうち実働8時間
※5週に1回程度土曜日出勤有(代休有)
7:00～19:00の間で
6時間以上働ける方
休 日・祝、
GW、
年末年始
待 社保完備、
交通費全額支給、有給休暇(消化率
100％)・バースデー休暇、住宅手当・退職金
制度有、昇給年1回、賞与年3回、車通勤可、駐
車場完備、
育児休業実績有
応 まずは園内見学からでも大丈夫です。
お気軽にお問い合わせ下さい。
「多様な働き方、
実践企業」
として
埼玉県働きやすい職場プラチナ認定を受けて
います♪
内

