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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♪
オススメは揚げパン・カレーパン！各店とも
店内製造のため、温かいものを提供致します。
KoMugi自慢のふんわり食パンは、ルヴァン種
を使用し、そのまま食べても美味しい一品♪
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

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。

マイルドな辛さでお子さまにも大人気♪
この度お肉を増量してリニューアルしました！

特典

税込500円ご購入毎に次回
使える50円券を1枚プレゼント！

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。

※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3月31日迄
しあわせパン工房

肉屋直営店ならではの、
上質な国産牛が自慢♪
厳選した鮮度の良いお肉をリーズナブルな価格でご提供！

黒毛和牛かいのみ・上カルビ・上ササミカルビ・カルビの食べ比べランチ
本格黒毛和牛はお酒との相性も抜群です

特典

〈ふじみ野店限定〉黒毛和牛カル
ビ食べ比べランチ 税込1,000円

※他特典との併用不可
※1枚で4名様迄使用可
※2022/3/30迄
焼肉さんあい ふじみ野店

土日祝日もランチメニュー有り！ランチはご
飯・カレーがおかわり自由なので、お得なクー
ポンを使って、ぜひご家族でゆっくりと極上
の焼肉をお楽しみください♪
テイクアウトメニューも各種ご用意あり。当
店の味をご自宅でも楽しめるお持ち帰りセッ
ト他、特別応援価格で販売中の黒毛和牛の焼
肉弁当等、お客様の用途に合ったものをお選
びいただけます。当日のご注文もOK！詳しく
はQRコードよりご確認ください。

ふじみ野市ふじみ野2-1-64
駐車場有
営 11:00～22:30 (LO.22:00)
自治体の要請により、営業時間変更の
可能性があります。
住

交

検索

ボックス席の他、個室もございますのでぜひご利用ください。

●春の桜ランチプレート 1,050円
炙り鰆の和風カルパッチョ、鶏つくねの田楽、
グリーンサラダ、
筍の梅肉和え、
桜ちらし、
春菜のスープ、
ドリンク
●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

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。

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
※3月6日までのお申込みで500円引き
マリー・ジュノー

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
住

初婚･再婚20～80代まで成婚150組以上の確かな実績

お好み焼き風ハンバーグ

特典

期間限定！ライス付き

1,100円

ついリピートしたくなるのはシェフ特
製のカクテルソースが決め手！
食欲をそそるハマリ度高めメニュー♪

特典

①ランチプレート50円OFF
②グリューワイン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3月24日迄]
香音 みずほ台

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
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!

検索

春さきどり♪華やかな美味が満開！
春の桜ランチプレート登場です

焼肉さんあい ふじみ野店
☎ 049-266-3133

KoMugi

KoMugi

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)

17:30～22:00(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

若年性認知症の方
「けやきの家」で一緒に働きませんか？
自分も誰かの役に立ちたい。病気があっても
まだまだ出来ることはある。
社会や地域に貢献したい。当デイサービスで、
その想いを実現しませんか？
持ちえた力を活かす為のサポートをいたしま
す。
詳細はお気軽にお問合せください。
主なお仕事内容
特典

①食事作り(メニューを考える) ②野菜作り(農作業)
③買い物 ④野菜販売 ⑤民家の掃除
⑥パウンドケーキの包装 ⑦自分の想いを語る講演会
※若干の謝礼が出ます

利用の際はまず電話にてご連絡ください
特典
■利用日時
■送迎
■対象者

アメーバ

毎週水曜または金曜日
約20分以内の地域または鶴瀬駅(応相談)

介護保険認定を受けている64歳までの
若年性認知症の方
けやきの家

検索

けやきの家
☎ 049-257-3232
入間郡三芳町北永井256-4
交 約20分以内の地域または鶴瀬駅
まで送迎いたします(応相談)
Email：keyaki@feel.ocn.ne.jp
住

お問い合せ・見学・質問など気軽にご連絡下さい
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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

3,500円

丁寧なカウンセリングにより、
1人1人異なる不調の原
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
の不調、
ぜひお気軽にご相談ください。

特典

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！

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3月31日まで]

検索

たかしな整体院

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

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[3月31日迄]
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。

市沢カイロプラクティック
☎ 049-293-7909

希少 脊柱非観血外科処置台

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
可能です。
市沢カイロ ふじみ野

検索

ふじみ野市市沢2-8-17 1F
火～土曜 9:00～21:00
日・祝日 9:00～17:00
休 月曜※時間外応相談
※3/21(月･祝)営業いたします
住

営

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

髪にも人にも優しい上品なヘアサロンを目指しております。
髪のお悩み、
何でもご相談下さい。

特典

【4月10日迄】
カラー+カット
9,900円⇒7,920円

オゾンパーマ+カット9,900円⇒7,920円
オゾンパーマ+カラー+カット15,400円⇒12,320円
MUCOTA縮毛矯正+カット14,300円⇒11,000円

検索

予約優先制

美容室Wish
☎ 049-255-0889
富士見市鶴馬2597-2
交 鶴瀬駅西口より徒歩2分
営 9:00～19:00
受付：パーマ･カラー17:30、カット18:20
休 火曜日・第3火水曜日連休
住

駅チカ

特典

毛髪修復、マイクロバブル、炭酸ミス
ト付! [2022年3月24日迄]

特典

③パーマ+カラー+カット+毛髪修復 22,000円⇒
17,600円 ※②③共にマイクロバブル+炭酸ミスト付!
[2022年3月24日迄]
リレット

カット&オーガニックカラー
12,600円→11,000円(酵素エイジングケアスパ付)

※カット・パーマ・シャンプー・ブロー込 ※他クーポン併用不可

※ご予約時ぱどを見たとお申し出下さい。
【期限：4/28迄】
ふじみ野

検索

みずほ台

検索

子連れOK

Lit Letto
☎ 049-293-4415
入間郡三芳町みよし台7-9 ※Pあり
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
交

無料託児室あり(10:00～15:00要予約)

予約優先制

【コロナ対策実施中】空間除菌、店内消毒、備品
消毒、マスク着用など徹底し営業しています
｢多くの人に担当されるのは苦手…｣
｢流れ作業の様にされるのはイヤ…｣
そんなお客様にご好評をいただいているヘア
サロンです。最初～仕上げまでの施術のほと
んどを1人のスタイリストが行いますのでお
客様の理想のスタイルをご提供いたします。
特典

デザインカット＋カラー
または白髪染め 各6,380円

デザインカット+パーマ 6,930円
※ご新規様限定、
ロング料金なし
2022年3月31日迄

特典

メンズデザインカット 2,200円
デザインカット 2,970円

デザインカット+カラー+ダメージ修復トリート
メント 9,130円 ※カラーを白髪染めに変更も可
※ご新規様限定、
ロング料金なし 2022年3月31日迄
ふじみ野

検索

子連れOK

Hair Make ZILCH
☎ 049-264-3999
ふじみ野市うれし野2-5-3
TSビル1F
交 大井陸橋近くモスバーガーさんの前
営 10:00～19:00
休 毎週火曜日・第2水曜日
住

予約優先制

足元からバランスを整えて身体全体を快適に、
そして笑顔に 身体ケアをサポートいたします

オーダーメイドインソール

特典

和漢植物使用の為、頭皮にトラブルがある方も安心。

ヴィエル

②カラー+カット+毛髪修復
15,730円⇒12,584円

巻き爪･タコ･魚の目が痛い、外反母趾、膝･腰･
股関節が痛むなどのお悩みございませんか？
当店ではドイツ式フットケア資格(フースフ
レーガー)とマッサージ師(国家資格保持者)を
持つシューフィッターが足のお悩み、身体の
不調を原因から根本的に解決いたします。

酵素エイジングケアスパ
1,650円→1,100円

酵素の力で潤いあふれる頭皮ケア♪
※他メニューをご利用の方限定※ご予約時ぱどを見た
とお申し出下さい。
【期限：4/28迄】

特典

①縮毛矯正＋カット
22,605円

通常価格30,140円～の20％OFF！

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！

特典

広々駐車場9台あり

｢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。

ジルチ

「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。

☎ 049-245-8948
川越市藤間958-16
診 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

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？

店内消毒や定期的な換気、
密にならないよう
コロナ対策を徹底して営業しております！
★毛髪が弱り髪質が変化してきた…髪の傷み
で悩んでいる…そんな方にはオゾンパーマが
オススメ!オゾンの力で酸化を促進!毛質にタ
ンパク質が浸透し、キューティクルを整え健
康毛へ!カラー･パーマが同日可能。2時間半～
3時間で仕上がります。
●髪質改善Airy Oil 1,650円 ダメージやクセ
毛による広がりを抑え、
まとまる髪質へ改善
●ストレート トリートメント(カット込)
11,000円 うねりとダメージ解決

予約優先制

たかしな整体院

や動きを足元から変える事で身体全体
の不調を改善いたします。

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限定クーポンあり 着付けも行っています★

膝痛、腰痛の原因が足元にある事も多
いです。姿勢や歩きを分析し、
悪い姿勢

特典

足や靴のお悩み
相談無料

☎ 049-265-6129

自分に合う靴が無い、爪、足の変形で
困っているなどのお悩み、気軽にご相
談ください。
相談料無料です。
niko 新河岸

フット＆ボディケアniko

検索

川越市砂新田2-11-6-102
10:00～22:00
※予約優先
休 不定休
住
営

広々個室のプライベート空間

駐車場あり

当日受付OK
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児童発達支援スクール 3月1日新規オープン！
土・日曜も開所してるので通いやすいです♪
｢発語を増やしたい｣ ｢集団行動が苦手｣ ｢勉強
についていけるか心配｣ ｢良さを見つけ伸ば
したい｣そんなお悩みを30年間培われたノウ
ハウをもとにサポートいたします。教え込む
のではなくお子様自身が楽しく学べる環境の
中、
お子様の力を引き出していきます。

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

目が輝く！豊富な教材

特典

豊富なオリジナル教材を使用した楽し
い遊びを通して、
お子さまの「自分を信
じる力」、
｢やってみたい！｣の気持ちを

その他

育んでいきます。

コペルプラス鶴瀬教室

無料体験レッスン・見学随時受付中
特典

☎ 049-265-5744

対象：0～6歳の未就学のお子さま

｢こどもの可能性は無限大｣を合言葉に、お子さまの能力
を最大限に引き出す療育を目指しています。まずは無料
体験レッスンで楽しく学ぶ様子を体感ください。
コペルプラス鶴瀬教室

1日で噛める即日インプラント

All-on-４
[オールオンフォー]

◆部分入れ歯・総入れ歯で
お困りの方
◆忙しくて何回も歯医者に
通えない方
◆歯の見た目に悩んでいる方
◆虫歯で歯がボロボロの方
◆歯周病で歯がグラグラな方
◆他医院でインプラントは
できないと言われた方

1,800,000円～

安藤歯科医院

検索

富士見市鶴瀬東1-2-5
産光ビル2階
営 9:30～18:30
休 火・金・祝
指導員も募集中！詳細はお問合せください
住

コロナ禍でも安心の個人レッスンから集団レッスンまで対応

インプラントクリニック

従来なら6カ月以上の期間と大きなコストを要していたことがAll-on-４なら短期間、低コストで。

「オールオンフォー」
による
インプラント治療のメリット

1 ２４時間以内に完了
2 身体への負担が少ない
3 骨の移植手術は不要

All-on-４(オールオンフォー)とは、歯周病などで歯を失った
方や総入れ歯の方に対して、
たった4本のインプラントだけ
で全ての歯を回復させることができる施術方法です。骨の少
ない方でも骨移植が必要ないため、安心・安全で体への負
担が少ない施術法となります。
また、多くの場合、当日から新
たな歯で食事をして頂くことが可能となります。
費用について
も、
インプラント埋入本数が少なくて済むため経済的です。術
中は、静脈内鎮静法という無痛麻酔を併用しますので、痛み
に対しても心配は不要です。

こんな方はぜひ一度ご相談のお電話を！

※個人差がございます。
リスク・副作用・合併症について

糖尿病、心臓疾患、不整脈、高血圧、骨粗しょう症、
の様な全身疾患に罹患されている方は基本的にはインプラントの手術ができません。
また、
過度の歯ぎしりやくいしばりが強い方も避けた方が良いです。
偶発症
（偶然に起こる予測不可能な事案）
が起こるリスクもあります。

皆さんが納得できるお口元を手に入れ
られるよう、総合的な診断と施術を選
択しております。
それにより、
どなたでも
自信を持って笑い、微笑みかけられる
ような綺麗な白い歯、歯並びを手に入
れることを究極の目標としております。

無料カウンセリングお気軽にご相談ください
セカンドオピニオンも大歓迎いたします
他院での治療計画に不安をお持ちの方、
患者様ごとに治療計画をご提案させていただきます。
「きれいに仕上げたい」
「奥歯のインプラントは失敗したくない」
、
など、
患者様にご満足
いただけるよう具体的にご説明させていただきます。
まずはお気軽に相談のお電話を！

医療社団法人 新正会 安藤歯科
インプラントクリニック

〒351-0012 埼玉県朝霞市栄町4-5-11

インプラント専用フリーダイヤル

0120-941-801

安藤歯科医院WEBサイト http://ando-implant.jp/

取材協力/安藤歯科医院

取材/Ａ企画

03-3962-1388
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▼入間郡三芳町

①清掃スタッフ ②看護スタッフ

月給250,000円～

時給①960円～ ②1,430円～

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!

内

資
勤
時
休
待
応

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。

時給956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♪

内

時

勤

内

待
応
PR

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！

時

待

応

公共のスポーツ施設での受付のお仕事です。
その他、
簡単な事務作業や施設巡回・
簡易清掃・除草作業など。
事前研修があるので
未経験の方でも安心です！
ふじみ野市第2運動公園
(住所：埼⽟県ふじみ野市福岡5)
①8:30～13:00(実働4時間半)
②13:00～17:30(実働4時間半)
★週2日～勤務OK！
勤務開始日や日数についてはご相談下さい。
交通費規定内支給、
制服貸与、
車・バイク通勤OK、
有給休暇、
WワークOK、
お誕生日お祝い金あり
質問だけでも大歓迎です！
まずはお気軽にお電話ください。
※ふじみ野市立総合体育館も募集中

社会福祉法人 秋桜園

〒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

▼所沢市

①介護福祉士
①時給

週2日～勤務OK☆
残業はほとんどないので
家庭と両立して無理なく働けます！
未経験でもできる簡単なお仕事です♪
WワークもOK！

内
資
勤

時
休
待

応

1,150円～

②リハビリ助手
②時給

1,100円～

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 中富
(所沢市中富735-7)
①②フィットリハ陽 PLUS
(所沢市小手指南2-3-4)
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。

エステサロン

スポーツ施設の運営

介護施設

☎049-293-6716 担当／松本

☎049-264-7711 担当／齋藤(受付9:30～17:00)

☎04-2920-0523 採用課

ポーラ ザ ビューティー 上福岡店

ふじみ野市立総合体育館

※⾞・バイク通勤OK

〒359-1106 埼玉県所沢市東狭山ヶ丘4-2692-1

160195

〒356-0054 埼玉県ふじみ野市大井武蔵野1392-1
上福岡駅東⼝から⼤34『⼤宮駅⻄⼝⾏』→『福岡橋』下⾞→徒歩 約8分

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。

社会医療法人 至仁会

160593

160188

〒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

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！

160591

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

応

☎049-269-3081 担当／採用係

160759

スポーツ施設の受付スタッフ

待

070-3844-3978 担当／採用係

▼ふじみ野市

①サロンスタッフ ②ショップオーナー候補

休

介護施設

関東グリーンサービス株式会社

▼ふじみ野市

時

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。

総合建設業・造園工事・リース工事・敷地調査

〒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
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▼ふじみ野市

測量・事務スタッフ

内
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