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数が大好きになる近道です！
『ソロバン』始めてみませんか？
毎年、子どもに習わせたい習いごとランキン
グの上位になっている
「そろばん」。
人気の理由は、計算力・集中力・記憶力が身に
付くほか、
「 珠算式暗算」の練習を通じて右脳
が活性化されるからです。
月謝:幼児(4歳～)6,000円,小学生8,000円※各週3回
お試し体験会【各教室5名・4歳～小学4年生】
特典

【開催日】
5/6～31(日･祝日除く)※電話でご予約を！
【場所・時間】
山口教室(所沢市山口1262-1)
所沢東口教室(所沢市北秋津876-7)共に15:30～16:30
◎体験は3回までOK!(受付 月～金 10:00～20:00)

特典

入塾応援キャンペーン!月謝1ヶ
月分無料＋お楽しみくじ引き付

初めてのお試し体験後、新規で入塾すると初月1ヶ月分の

月謝が無料!!通い始める時期もお気軽にご相談下さい。
[2022/5/31迄]※新型コロナ感染症拡大防止対策実施中
そろばんスクール友愛

山口

検索

体験有

そろばんスクール友愛
山口教室
☎ 04-2924-7045
住 所沢市山口1262-1 イケノヤビル204
交 下山口駅徒歩2分
営 月～金 15:20～20:30
休 土･日･祝日
★土･日･祝も不定期で練習会があり。
所沢東口教室
☎ 080-5456-8809
住 所沢市北秋津876-7 ミニコープ秋津店2階
交 所沢駅東口徒歩10分
営 月・水・金 15:20～19:00
休 火・木・土・日・祝日 ※火・木体験可

見学有

初心者OK
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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
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。

地元を楽しもう

TOWN GUIDE

～ご予約承ります～

特典

イチローズモルトをはじめ、芋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。

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

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

検索

鳥子

食べログ/ホットペッパー/インスタに掲載中！

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』深部から身体を整え美しく
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！豊富な経
験による確かな技術をご提供します。表面のケ
アだけではなく、身体の内側を活性化し免疫
力・基礎代謝・新陳代謝UP!自律神経･ホルモ
ンのバランスも整えます。体内の老廃物をも排
出し、むくみ改善!カウンセリングを重視しお
客様の体質･身体のデータに基づいたオーダー
メイド施術により、溜め込まない・太らない身
体を創ります。
施術後、
実感いただけます！

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6月2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6月2日迄]

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) 6月2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
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▼所沢市・入間市

▼入間市

クリーニング店舗受付 3店舗合同募集

①病棟事務員

時給960円以上

④月収178,500円～215.500円(経験により)

週2日位･1日4時間位働きたい方大募集！
知識･経験･力は必要ありません！

内

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

時

休
待

応

クリーニング

▼所沢市

そろばん教室の丸つけスタッフ

②キッチンスタッフ

オープンから5月末迄は更に＋200円
内

①接客・お料理の提供・レジ打ち等
②盛りつけ・簡単な仕込み・皿洗い等
9:00～17:00の間で週1日～(1日も出勤で
きない週があってもOKです)1日3時間～OK
シフト制 ※平日のみの勤務も大歓迎です
制服貸与､昇給あり､車通勤OK､社員割引20％OFF
質問だけでも歓迎です。
まずはお気軽にご連絡ください。
オープン間もない店舗ですのでスタートも
ほぼ一緒！人間関係も気にせず働けます。
ＧＷ明けの面接・勤務開始ももちろんOK！
落ち着いたお客様が多いお店ですので安心し
て働けます。
換気能力の高い無煙ロースターを使用してい
るのでニオイを気にせず働けます。
長時間勤務希望のフリーターさんも募集中！
社員登用もあります。
創業から17年間連続
黒字の安定した企業です。

焼肉店

☎080-5456-8809 担当/採用係(月～金 9:00～15:00)

☎04-2921-4129 採用担当：前田(受付9:00～23:00)

PR

そろばんスクール友愛 所沢東口教室

デイサービスでの介護･看護業務をお任せし
ます。
地域の方に親しまれる施設です。
資 ①初任者研修修了者 ※介護福祉士優遇
②看護師、
准看護師
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】
①8:45～16:30 ②9:00～16:00
※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

〒359-1142 埼玉県所沢市上新井5-17-3
西武新宿線 新所沢駅 車4分／車・バイク・自転車通勤OK ※無料駐車場あり

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！

デイサービス

所沢店

社会福祉法人みなわ会 デイサービス所沢けやき

169143

168366

〒359-0038 埼玉県所沢市北秋津876-7 ミニコープ秋津店2階
所沢駅東口徒歩10分 ※自転車通勤可

凱旋門

②非常勤看護師

☎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

169939

そろばん教室

待
応

〒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)

②1,500円 ※各給与処遇改善手当含む

平日だけの勤務も大歓迎！車通勤OK！
未経験の方ももちろん大歓迎！
学校行事や、お子様の急な病欠にも対応！
主婦さんが安心して働いていただける
環境を整えております。

時
休

豊岡第一病院

時給 ①970円～ ※介護福祉士：1,000円～

そろばん教室の生徒さんの問題を答えを
見ながら丸つけをするお仕事です。
資 年齢・経験不問
※珠算検定3級以上の方優遇
時 月・水・金曜日の15:00～18:00の間で、
週2日位・1日2時間位でも可
応 まずはお気軽にお電話ください。
内

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。

☎04-2964-6313 担当／総務課

①デイサービススタッフ

時給1,000円～※土日祝時給＋50円

そろばん教室の丸つけスタッフ大募集！
面接時にいろいろと決めていきましょう！

㊣④総務事務

▼所沢市

①ホールスタッフ

時給1,000円以上

③清掃員

169068

▼所沢市

医療法人社団
168309

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

①病棟内での事務作業やメッセンジャー業務
②ドック室へ来た検診患者さんのご案内や雑務
③院内清掃業務
（施設課勤務）
④総務課にて日常経理業務や院内庶務などの
事務作業
①8:30～17:30(週4日以上)
②8:00～13:00(ドック患者終わり次第なの
で早まる場合も有り)
③8:00～12:00(週4～5日)
④8:30～17:30
夏期、
有給休暇
[正社員]産休･育休 ★年間休日115日
交通費規定内支給、
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

☎04-2949-2997 070-6553-9132 担当／採用係

②ドック室受付事務

①②③時給960円

2022.05.01

▼所沢市

▼所沢市

①介護サポートスタッフ ②介護スタッフ ③夜勤専従介護スタッフ

WEBマーケティング(営業)

時給956円～1,200円 （研修期間2ヶ月）

①時給960円～②時給1,000円～※介護福祉士は時給1,100円～③1勤務 9,000円～

㊣月給220,000円～ 時給1,200円～ ※インセンティブ支給あり

内

資
時
待
応

内

社会福祉施設｢大樹の郷｣(所沢市牛沼773-1)
または｢大樹の丘｣(所沢市神米金500-1)での
計量･カット･仕込み･調理､盛付､片付迄。初め
は簡単な作業からお願いします
経験･年齢不問。未経験の方も大歓迎！
早番/5:30～12:30、遅番/10:00～19:00
夕番/16:00～19:00(時間･日数等は相談可)
制服貸与、努力次第で毎年昇給あります
まずはお電話下さい♪(面接は勤務地にて)

資

時

待

応

①②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。
③19:00～翌9:00の間のご利用者様の身辺
介護(実働8時間)
①無資格・未経験・ブランクのある方もOK！
②③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。
①②7:00～19:00の間で週3日位でもOK！
勤務時間は4時間位でも可(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！

週3日～勤務OK！無資格・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♪

時
休
待
応

デイサービス

☎04-2901-0755 担当／採用係(受付 9:00～18:00)

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

▼所沢市

広告プランナー

時給1,100円

時給1,300円以上＋インセンティブ

月給220,000円以上＋インセンティブ※試用期間有

週1日～・1日3h～・ランチのみ等も◎
無理なく働けます！未経験の方も大歓迎！

土・日・祝日お休み！未経験でも分かりや
すい研修があるので大丈夫です。アナタの
お住まいの地域を盛り上げるお仕事です。

内

時
休
待
応

内

資
時
休
待
応

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します。
高卒以上、
簡単なPC操作が出来ること
10:00～17:00の間で、
週3日位・1日5時間位でも可
土・日・祝日、
夏期休暇、
年末年始
交通費規定支給、
正社員登用制度有
電話連絡の上、
履歴書(写貼)を送付下さい。

資

時
休
待
応

飲食

肉匠みきすけ

埼玉西部の広告代理店

所沢店

地元の企業やお店に、ぱどが展開する商材を
提 案 し て い た だ く お 仕 事 で す 。広 告 プ ラ ン
ナーとサポートスタッフ、制作スタッフなど
仲間とともに、商売繁盛のお手伝いをしてい
ただきます。最初は、先輩スタッフと同行し、
ノウハウを学んだ後、ひとつひとつの仕事を
クリアしていってください。
未経験の方でも大丈夫
※要普通免許(AT限定OK)
※簡単なPC入力ができる方
※35歳までの方(長期キャリア育成の為、
省令3号のイ)
9:00～18:00(残業有)
週休2日(土日祝)、
夏期、
GW、
年末年始
※年間休日122日(会社カレンダーによる)
各種社会保険完備、
交通費規定内支給、
各種手当有、
車通勤可
まずはお電話ください。

業務拡大につき正社員募集！
20代～40代が活躍している職場です。
業界未経験者でも歓迎です。
当社に在籍中のスタッフほとんどが未経
験からスタートしています。

☎04-2928-3277 担当/髙嶋(受付 月～金 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

169471

〒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

(受付 月～金 9:30～18:00)

株式会社 西埼玉ぱど
169470

〒359-1162 埼玉県所沢市和ケ原2-215-3
狭山ヶ丘駅西口より車で5分 ※車・バイク・自転車通勤OK

☎04-2928-3277 担当/髙嶋(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

埼玉西部の広告代理店

株式会社 西埼玉ぱど
169185

☎04-2006-6600 担当/新井

【やりがい】社員一人一人が主役★裁量大きく活躍を！
【好待遇】土日祝休み／年間休日122日／高い有休消化率

☎04-2928-3277 担当/渡邊(直通 090-2162-6087)

▼所沢市

広告プランナー

著名人の方も通う日本橋の人気鉄板焼き屋
の2号店。しっかりと対応が出来ればOK。
生活に無理ないようシフトも相談可！
10:00～15:00、16:00～25:30
●上記内で週1日～・1日3h～OK
月曜、火曜定休・シフト応相談
交通費支給、社員登用制度、扶養内勤務◎
まかない1食200円、髪型・髪色自由
まずはお気軽にご連絡ください。

PR【安定】
親会社が西武開発/所沢で創業20年

168640

〒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

焼肉店のホールorキッチン

内

WEB事業部を新設。
さらなる飛躍を目指
して西埼玉ぱどは次のステージへ！
新たに一員となるには絶好のタイミング
です。
あなたの経験を活かして、
WEB新規
事業を一緒に盛り上げていきませんか？

株式会社 西埼玉ぱど
168638

▼所沢市

当社は所沢市や川越市を中心にフリーペー
パー発行事業を行っておりますが、ニーズの
増加に伴い、新規事業としてWEB事業を立ち
上げます。先行して、動画制作等を行っていま
すが、
HPや集客、採用LP、
SNS運用などWEB
マーケティング強化のための募集になりま
す。主に既存顧客のニーズに応じて、
Web制作
の企画・提案から制作ディレクションまで幅
広くお任せします。
㊣WEBマーケティングの経験（㊣：3年以上、：不問）
※35歳までの方(長期キャリア育成の為、
省令3号のイ)
9:00～18:00(残業有)
週休2日(土日祝)、
夏期、
GW、
年末年始
※年間休日122日(会社カレンダーによる)
各種社会保険完備、
交通費規定内支給、
各種手当有、
車通勤可
まずはお電話ください。オンライン面接も可能です。

埼玉西部の広告代理店

デイサービス本舗 狭山ヶ丘

168280

〒358-0002 埼玉県入間市東町7-24-2
（勤務地）東所沢清掃センター･富岡中近く ※車通勤可

内

資

病院・社会福祉施設等給食業務請負

株式会社 小野物産
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▼所沢市

男女調理スタッフ

未経験･主婦(夫)･料理好きな方大歓迎♪
努力次第で毎年時給がアップします!!

所沢エリア
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