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大分スタイルのから揚げ専門店！シンプルで
飽きのこない自慢の味をご堪能ください！

お越しの際の目印は久保稲荷神社。交差点を入り、ジャパンミート
入間店前にございます。地域の皆様に愛されるお店を目指します！

パックのご購入で、
から揚げ1個増量サービス券

特典

もも・むね・ミックスのパックご購入で1個増量

※ご注文の際、
本券をご提示ください。
【有効期限：2022年3月31日】
から勝

検索

入間

新鮮なお魚や旬の食材が堪能できる武蔵藤沢の
居酒屋さん♪職人の
「てんぷら」を気軽に堪能♪

お店の前には看板を立ててあります。スタッフが描く有名キャラの
イラスト看板です。定期的にキャラが変わります。ご注目下さい！

特典

住

交

旬の素材を軽い衣であっさりと揚げた職人の技。

入間

田中水産

検索

ジャパンミート入間店の前

味も色々♪特製たこ焼きをワンコインで！
テイクアウトもデリバリーも承ります！

おつまみワンプレートサービス！
[2022年3月31日迄]

入間市下藤沢415-1
武蔵藤沢駅西口より徒歩4分
営 16:00～23:00 緊急事態宣言等で
営業時間が変更になる場合がございます。
休 水曜日

住 入間市久保稲荷1-26-8

SNS各種・LINE公式友達登録お願いします！ karasho2021[@122aafrx]

さらに前日迄に電話予約で

☎ 04-2966-5599

☎ 04-2941-3023

休 火曜日
非接触の為に、電話注文やWEB注文もご活用下さい

お会計時、本誌切抜き提示で
お会計金額より10%OFF!!

てんぷら こばやし featuring 田中水産

大分から揚げ から勝 Kara-Sho

営 11:00～20:00

日本料理の経験を持つ料理長が大切にしているのは
「季節感」。自ら野菜と魚の仕入れに市場に足を運び、
旬の食材を手に入れるようにしています。スタッフ
の検温、マスク着用、アルコール消毒など、新型コロ
ナウイルス感染症対策を徹底しております。
特典

当店は、テイクアウト専門のから揚げ店です。
揚げたてのから揚げに、勝る物は無し！4～5分
お待ち頂きますが、揚げたて熱々のから揚げを
お持ち帰り頂けます。大ぶりのお肉にシッカリ
下味を付けてありますので、冷めてしまっても
美味しくお召し上がり頂けると思います。
【から勝人気メニュー】
●もも6個パック…………………780円(税込）
●ももむねミックス6個パック…680円(税込）
●から揚げ弁当ミックス4個……670円(税込）

たこ焼き

板橋駅に移転オープン予定！
当店の味は変わりなく、
新しく板橋駅
近くに移転オープン致します。
【新店住所】
東京都北区滝野川7-28-7
武蔵藤沢

検索

こんにち葉♪特製たこ焼き店の「蛸葉」です！
昨年の10月に一周年を迎えました。8個入りで
500円。選べる味は8種類。たこ焼き専門店と
しての自慢のメニューはそのままに、より皆様
に色々なサービスをご利用頂くよう、たこ焼き
以外にも、お肉が美味いモンスターズステーキ、
ハワイ料理のハワイアンポキラニカイ、テイク
アウトにもデリバリーにも対応する形で始めて
おります。駅から徒歩4分。グリーンガーデン
すぐそば。いつでもお待ちしております！

蛸葉-たこは☎ 04-2901-7502
入間市東藤沢3-10-15
10:00～20:00
※感染状況により変動あり
QRのInstagramから最新情報や
メニューもご覧頂けます。
住

営

テイクアウト・デリバリー / Instagramもご覧ください。
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地元を楽しもう

TOWN GUIDE
グルメ

キレイ

ヘアサロン リラックス

スクール

住まい

買い物

その他

狭山ヶ丘駅徒歩4分にエステサロンがNEW OPEN★つるすべ肌への近道はやさしい『脱毛』が効果的

脱毛は小さなお子様から男性までご対応可能。プライベートを最大に配慮
した個室にて『自分磨き』のお手伝いをご提供致します。※新型コロナ感染
症拡大防止対策実施中！

Encant( エ ン カ ン ト ) と は ス ペ イ ン 語 で『 魅
力 』。ト ー タ ル ビ ュ ー テ ィ ー サ ロ ン と し て
2021年11月12日に狭山ヶ丘にオープンしま
した。
「 ほっと休める・くつろげる素敵でキレ
イな空間で外見だけでなく内面も美しく綺麗
に」
が当店のコンセプト。
美容と健康にゴールはありません。最新のもの
も古き良きものも取り入れ、そして組み合わ
せ、お一人おひとりに合ったケアを私共にお手
伝いさせて下さい。
今回は当店を沢山のお客様に知って頂きたく、
小さなお子様・肌の弱い方・痛みや寒さが苦手
な方・アトピー肌質の方でも安心して脱毛を
体感して頂けるトライコースを複数ご用意。カ
ウンセリングとパッチテストは何度でも無料。
ワンランク上の美肌脱毛をお探しだった方は
是非お気軽にご予約下さい。
所沢市

エンカント

検索

●Sパーツトライコース 1部位 各2回 200円
両脇・鼻下・眉間・手の甲指
人気のスモール脱毛2回体感のコースです！
※高校生以下のお子様は100円

全身脱毛トライコース 5,980円
特典

美肌効果◎！体温と同じ温度でほんのり温かいマシン
で荒れた肌を美肌へと導く脱毛です。お顔の産毛から足
の指・VIOまでを2回に分けて施術します。
※高校生以下のお子様は3,000円

Lパーツトライコース 1部位 2回 2,000円
特典
お顔全体・VIO・ひざ下・ひじ下・背中上部

※複数部位選択可能 ※高校生以下のお子様の体感は1,000円
気になる部分だけの脱毛したい方必見！カミソリなどで荒れた

肌も同時に改善できる脱毛で見せる肌作り始めませんか？

Encant(エンカント)
☎ 04-2937-7774
所沢市東狭山ヶ丘1-7-10 1F
交 狭山ヶ丘駅東口徒歩4分
営 火～土 10:00～20:00
日・祝 10:00～18:00
休 毎週月曜日
住

当日受付OK

駐車場あり

カード可

お子さま同伴可

毎月最後の土・日のみ販売している限定商品の『骨付きハム』。2月は26日(土)・27(日)です！
所 沢 に あ る 手 造 り ハ ム・ソ ー セ ー ジ の お 店
「ゼーホフ工房」。
3年に1度開かれるソーセー
ジのオリンピックと称される国際食肉職人協
議会で国際チャンピオン賞を受賞したマイス
ターが手がけるハムやソーセージがずらりと
並んでいます。毎月最後の土・日限定の骨付き
ハムや毎週月曜日限定の自家製ローストチキ
ン(1本637円)も大人気。ギフトコーナーもあ
り、保冷パック(別途料金)もご用意。宅急便で
の発送も承り中。

特典

特典

2月のローストチキン販売は、21日(月)・28日(月)です

☆数量限定「ローストビーフ」
100g 713円
（税抜660円）

☆チーズコーナー
ワインに合うチーズ、
ヤギのチーズ
などもご用意しております。

デリカテッセン ゼーホフ工房

ローストチキン
・もも焼き……………637円
(税抜590円)

☎ 04-2921-5511
所沢市けやき台1-8-5【無料駐車場あり】
新所沢駅西口より徒歩12分
西所沢駅より徒歩12分
営 10:00～20:00
休 水曜日
住
交

▲毎月最後の土・日のみ限定販売している『骨付きハム』は100g 432円(税抜400円)
おうちでのスポーツ観戦のおつまみとしてもピッタリ！

ゼーホフ工房

検索

■カードOK ■新型コロナウイルス感染症拡大防止対策実施中
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①介護スタッフ

給与／本文参照

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

休

待
応

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
③7:45～13:00で週3～6日
(正面玄関にて検温と症状の確認をして
院内外への案内を行う簡単なお仕事です)
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時給960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

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。

時

待

応

時給960円以上

給与／本文参照

お仕事にチャレンジ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!

内
資

衣類の受け渡し・レジ業務・タグ付けなど。
狭山ヶ丘・武蔵藤沢、TOTOｲｵﾝ店から選択可
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中!
内

勤

時

休
給

待

応

①2t車でのエリア配送をお願いします。
②伝票管理やPC入力作業をお願いします。
①要普通自動車免許
（AT不可）
①②年齢・学歴・経験、
一切不問。
①8:00～17:00
（実働8h・残業ほぼナシ）
●慣れれば自分でスケジュール管理も可能
②1日3時間～OK
●午前のみ等も可！ご相談の上シフト決定
①週休2日＋祝、
GW、
夏季、
年末年始
②シフト制
①月給260,000円～+各種手当
●月収例400,000円 ※入社5年目
※詳細は面談にて、
試用期間3ヶ月あり
②時給1,000円～
（試用期間あり）
交通費規定内支給、
制服貸与、
社保完備、
昇給あり、
保健所あり、
稼働分週払い可、
車・バイク通勤可
まずはお気軽にご連絡ください！

配送業

☎04-2949-2997 070-6553-9132 担当／採用係

☎04-2934-3911 担当/採用係

クリーニングキモト埼玉＆TOTO

▼所沢市

デイサービススタッフ
時給970円～
（処遇改善手当あり）
※介護福祉士：時給1,000円～

ドライバー未経験から始めた方や、
女性スタッフも多数活躍中です！
残業ほぼナシ！普通免許があれば◎
事務スタッフも同時募集中です！
1日3時間からOK！午前中のみ等、
ご自分の生活に合わせて働けます！

デイサービスでの介護業務をお任せします。
地域の方に親しまれる施設です。
資 初任者研修修了者 ※介護福祉士優遇
勤 デイサービス所沢けやき
所沢市三ケ島5-1229-1
時【月～土・祝日、
シフト制】
8:45～16:30
※週2日～OK、
勤務時間応相談
待 制服貸与、
ミニボーナスあり、
車・バイク通勤可
（無料駐車場有）
応 質問だけでも歓迎！まずはお電話ください
PR ケアハウス所沢けやきの介護スタッフも
同時募集中！
資格不問、
未経験・ブランクある方も歓迎！
時間/7:45～10:45 又は15:00～19:30
時給/960円～
住所/所沢市三ケ島5-551
内

デイサービス

株式会社ミツミ

社会福祉法人みなわ会 デイサービス所沢けやき

158836

159188

〒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

ブランクがあり不安な方も大歓迎！
幅広い年齢の方々が活躍中です！
アットホームな職場だから、
シフト
作成時には、
家庭やお子さんの用事
なども気軽に仰ってくださいね♪
週2日～OK！ミニボーナスもあり！

☎04-2938-6606 担当/採用係（受付 9:00～17:00）

〒359-1164 埼玉県所沢市三ケ島5-1229-1
狭山ヶ丘駅より車で9分

早稲田大学隣り

159543

クリーニング

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

〒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

157939

159220

㊣①2tドライバー ②事務スタッフ

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♪

デイサービス本舗 狭山ヶ丘

▼入間市

クリーニング店舗受付 3店舗合同募集

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！

デイサービス

豊岡第一病院

〒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)

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

内

資

☎04-2964-6313 担当／総務課
▼入間市・所沢市

②夜勤専従介護スタッフ

①調理補助([パ]) ②調理師([常]) ③正面玄関検温係([パ]) ④巡回検診看護師(登録[パ]) ⑤巡回検診検査技師(登録[パ])

給
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▼所沢市

▼入間市

時
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