当日加入可！

カーナビ
「埼玉土建一般労働組合ふじみ野支部」

法人事業主の方も従業員の方も安心！大満足！

●

土建国保

資格取得

労働保険

総合共済

土建国保

現場で必要な資格取得を

事業所労災

病気やケガで
働けなくなった時や
結婚、
出産、
就学時など、

厚生年金
セットで
経費削減と保障の充実

詳しい資料は
こちらから

バックアップ

一人親方労災
雇用保険
加入者証を即日発行

富士見高

勝瀬中
東口

豊富な給付金が
魅力

●

ららぽーと
富士見

駅
み野
ふじ

現場とくらしを
組合力で
全方位サポート

↑至川越市

● 富士見市役所

東口
鶴瀬駅
↓至朝霞市

埼玉土建ふじみ野支部
駐車場完備

埼玉土建 ふじみ野支部 TEL.049-251-2540
富士見市山室2-3-21
受付時間 平日9:00～17:00（土日祝休） 詳しくはこちら➡

土建ふじみ野

川
荒

埼玉土建 ふじみ野支部へ

岸川
新河

労働保険の
発行！
加入者証即日

困ったとき、
急ぐ時は、
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完全個室のプライベート空間でまつげエクステ
やラッシュリフトをお受けいただけます

1番人気は“目尻長めのぱっちりタレ目デザイン”。太さを0.12mm
にすると、自まつげが伸びたようなナチュラルな仕上がりです。

特典

①まつげエクステ120本4,300円
②まつげパーマ4,000円

ご新規様限定特典

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！

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

【6月5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

★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

美容室Wish
☎ 049-255-0889
富士見市鶴馬2597-2
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

交

駅チカ

志木

検索

アイラッシュサロン ラフィー
☎ 048-278-6105
新座市東1-7-13
9:00～17:30
休 日曜、
祝日
駐車場あり／キッズスペースあり
住

営

その他のメニューは全て20％オフ
詳細はHP、
LINE、
お電話にて
ラフィー

新座・志木のプライベートまつげサロン。完全
個室でまつげエクステやラッシュリフト（次
世代まつげパーマ）をお受けいただけます。
ぱっちりにしたい！タレ目にもしたい！あな
たのそんなご希望を叶えます。もうマツエク
やマツパをやる年齢じゃないし…と、諦めて
いる方でも、完全個室のプライベートサロン
なので他のお客様と顔を合わせることはござ
いません！おしゃれに年齢は関係ありませ
ん。是非この機会にいらしてください。

LINEで予約できます！友だち追加は右上のQRコードからどうぞ↑

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？
｢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

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5月26日迄]

特典

②カラー+カット+毛髪修復
15,730円⇒12,584円

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5月26日迄]
リレット

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
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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

黒毛和牛カルビ食べ比べランチ
1,408円⇒1,000円に！

※焼肉さんあい ふじみ野店でのみ使用可
※他特典との併用不可 ※1枚で4名様迄使用可
【有効期限：2022年5月31日迄】
焼肉さんあい ふじみ野店

検索

一番人気のランチは黒毛和牛カルビ食べ比べ
ランチ(1,408円)。様々なカルビを一度に味わ
えます♪ヘルシーなロースと自家製ビビンバ
がセットになったレディースランチ(1,012
円)やオモチャ付きのお子様焼肉セット(638
円)など、ご家族みんなが喜ぶ豊富なメニュー
をご用意。全てのランチメニューに付いてい
るスープ、ライス、カレーはおかわり自由！お
得なクーポンを使って、ゴールデンウィーク
に是非ご家族で焼肉をお楽しみください♪

焼肉さんあい ふじみ野店
☎ 049-266-3133
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。
※価格は税込です
住

交

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。

2022.04.29

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

髪の「艶」
「ハリコシ」
「地肌の弱さ」でお悩みの
方には、オーガニックカラーがオススメです。
髪・頭皮への負担が少なく細かな色味調整が
可能なため、あなたの理想を叶えます♪「酵素
エイジングスパ」も大好評！オーガニックカ
ラーとの併用で頭皮から美髪を育みます♪

ぱど読者限定!!初回施術
6,600円⇒4,500円(初見料込)

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[6月2日迄]

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。

2022 年 夏

!
OPEN!

5.8

日まで

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

※ご予約時ぱどを見たとお申し出下さい。
【期限：5/26迄】
ヴィエル

☎ 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・第1、第3水曜日 ※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

カットのみは4,400円 WEB限定クーポンあり 着付け対応可

検索

ふじみ野

VIELE(ヴィエル) hair & care

オープニングキャンペーン 実施中
第1弾

プレオープン
期間も

・水素水オプション
・タオルレンタル
・ぐっピープラスエース

でお使い
いただけます

に！
ら
さ
月会費 永久割
シニア会員

カット&オーガニックカラー
11,000円(酵素エイジングケアスパ付)

特典

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
ＧＷの祝日営業しています！
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

検索

正会員

9,900円/月
（税込）

全営業時間ご利用可能

アンダー35会員

9,350

（税込）

ず～っと５５０円割引！

円/月

パパママ会員

高校生会員
ご利用可能時間

永久割

永久割
ご利用可能時間

※ご予約時ぱどを見たとお申し出下さい。

【期限：5/26迄】

☎ 049-293-7909

頭～腰･骨盤,肩・股関節の関節を自然な安定位にし、

市沢カイロ ふじみ野

※他メニューをご利用の方限定

市沢カイロプラクティック

希少 脊柱非観血外科処置台

酵素エイジングケアスパ
1,650円→1,100円

特典

[施術通常料金]初見料2,100円･一般4,500円

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。

全営業時間ご利用可能

ご利用可能時間

全営業時間ご利用可能

ご利用可能時間

平日 10:00～23:00
土曜 10:00～21:00
日祝 10:00～19:00

全営業時間ご利用可能

※上記特典はフィットネス会員が対象となります

実施中！

スクールカレンダーなど
詳細はWEBにてご確認ください！

〒356-0011 埼玉県ふじみ野市福岡 2-1-6 イオンタウンふじみ野１階

TEL

049-278-1050

現地お客様センター または WEB にて 入会受付中！
お客様センター
営業時間
（月曜休館）

平日 ) 11:00～20:00
土曜 ) 11:00～19:00
日祝 ) 11:00～19:00

オープン後
営業時間

（月曜休館）

平日 ) 10:00～23:00
土曜 ) 10:00～21:00
日祝 ) 10:00～19:00

トレーニングジムのみ

24時間・年中無休！
※メンテナンス休館は除く

選手

永久割

池江璃花子

Op

今なら
お得な

選手

ル
ー
ク
ス
グ
ン
スイミ
en!

山本茉由佳

ルネサンスの
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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！

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

ふじみ野・冨士見・三芳町エリア

お子様の成長をサポートするオンラインサービス
と自分の泳ぎを映像で確認できるシステムを使っ
たレッスンで、更なる上達へと導きます！

最新情報公開中！
WEBでのお申込みで
入会手続もスムーズに！

ルネサンス イオンタウンふじみ野24

内
ンふじみ野
イオンタウ
夏OPEN！
1Ｆに この
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ポカポカ初夏の美味しいトピックス！
初夏のお楽しみランチプレート登場です
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

●初夏のお楽しみランチプレート 1,050円
鶏唐揚げ四川風ダレ、カツオのたたきサラダ、
ポテ玉サラダ、
筍ごはん、
あさりのスープ、
ドリンク付き
●今年も出ました♪大人気メニュー
『香音の王道ビーフカレー』1,180円
天然ローズ紅茶

特典

650円

天然のローズレッドとティンブラ紅茶

のみを使用したほのかな香りが心地よ
いリラックスティー。初夏のひととき
のお供にピッタリの逸品です。

その他

特典

①ランチプレート50円OFF
②ローズ紅茶200円OFF

③コーヒー1杯無料

※①②③併用不可､

検索

☎ 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

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5月26日迄]
香音 みずほ台

Soup&Tea House 香音(カノン)

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

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

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5月31日迄
しあわせパン工房

KoMugi

KoMugi

検索

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
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。
特典

特典

charites fa ｍ は 表 参 道 、代 々 木 公 園 に あ る
トータルビューティーサロンcharitesの姉妹
店です。無料託児所もございますので子育て
中のパパママも周りを気にせず安心して通っ
ていただけます。｢いごこちの良さ｣｢通いやす
さ｣を重視したアットホームなサロンです。

初回60分 半額!ボディバランス
ケア・整体8,800円⇒4,400円

お一人おひとり様のお身体の悩みに合わせた、最適な
施術でバランスの崩れを整え、不調を改善いたします。
有効期限：2022年6月2日まで

お試しフットケア
初回60分 3,300円

niko 新河岸

特典

フット＆ボディケアniko
☎ 049-265-6129

広々個室のプライベート空間

検索

駐車場あり

無料託児所(専任保育士常駐)
カラーやパーマの施術中も安心です♪
対象年齢：1歳～5歳迄
利用可能時間：10時～15時まで
※事前に予約をお願いいたします

カット2,200円※シャンプー別+1,100円
特典
●リタッチカラー(根元2cm以内) 3,080円
●ハーブカラー(全体) 4,840円～

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

ドイツ式フットケアでどの様に足の
お悩みを改善するか体験できます
有効期限：2022年6月2日まで

確かな技術をプチプライスでご提供！無料の
託児所併設でお子様と一緒のご来店も安心

●パーマ(5本以内)3,080円 (6本以上)4,840円～
●うるツヤトリートメント･炭酸ヘッドスパ各2,750円

当日受付OK

カリテスファム

南古谷

検索

charites fam（カリテスファム）
☎ 049-257-5731
川 越 市 泉 町 1-1 ウ ニ ク ス 南 古 谷
フィットネス棟1F
交 JR川越線
「南古谷」
駅より徒歩5分
営 10:00～18:00 ※予約優先
休 不定休※3月より日曜日も営業
住

大型駐車場あり・半個室でドイツ式フットケアも施術できます

相続や遺言など、
お困りごとはありませんか？

サイン行政書士事務所 行政書士･手話通訳士

吉野

豪(よしの

つよし)

誰にでも訪れる相続。しかし、何をどうすれば
よいのか分かりにくく、各家庭・各人によって
全く異なるもの。これらを前職の福祉の現場
で、地域の方々の困り事に携わりながら強く実
感し、家庭や身近な問題だからこそ、法律の知
識が必要と考えました。相続が始まる前、つま
り生きているときに、知っておくべきこと、や
るべきことはあります。
「自分の相続はどうなるか」
「親や兄弟の相続はどうなるか」
「遺言を書きたいがどうすれば」
など、相続によって、ご家族が争いにならない
よう丁寧にサポートさせていただきます。
年間１００件近くの手話通訳業務に携わった
経験を活かして、手話でのご相談も承ります。
まずはお気軽にご相談下さい。心よりお待ちし
ています。
サイン行政書士事務所

検索

行政書士の仕事とは…
特典

皆様に代わって、必要書類の作成や各種手続きのお手伝い
をさせていただきます。遺言書や遺産分割協議書の作成の
ほか、成年後見のことなど、その相談や書類作成を親身に
なって対応致します！

もめない相続、遺言で早めの対策！【無料相談会】
特典
5/21(土)、
6/19(日)、
7/16(土) 各日10:00～11:30
ウェスタ川越２階 会議室５
※1組様1時間30分の個別相談になります。
※要予約
（TEL･QRコードからご予約をお願いします）

サイン行政書士事務所
☎ 080-5065-6909
川越市新宿町1-17-17
交 川越駅西口徒歩5分
営 10時～17時
休 日曜日・祝日
（ご予約があれば対応可能）
無料相談会会場：ウェスタ川越
住

2022.04.29

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

ふじみ野・冨士見・三芳町エリア

インプラントクリニック
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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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ふじみ野・冨士見・三芳町エリア

▼ふじみ野市

▼新座駅・志木駅よりバスで7分

①サロンスタッフ ②ショップオーナー候補

[短期]簡単な書類チェック業務 ※電話対応なし

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1,500円～

新生活のライフスタイルに合わせた時間
で働けます！ラクラク駅近徒歩2分♪

内

内

時
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！

資

時

待
応

人材派遣

☎049-293-6716 担当／松本

☎03-6812-1918

169922

〒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

株式会社サウンズグッド

▼鶴瀬

㊣月給220,000円～ 時給1,200円～ ※インセンティブ支給あり

③④時給1,200円(レッスン時1,500円)

年間休日120日以上☆
温かく雰囲気の良い職場です◎
シフト制ですので育児、家事などプライ
ベートとの両立もしやすいお仕事です！
賞与や各種手当もございます！

療育
（レッスン）
やご両親への対応
・1対1で行うレッスン（グループレッスンも
あります）
・保護者の方との相談・簡単な生徒管理業務
・教材などの備品管理
時 9:00～18:00(休憩60分) 残業ほぼなし
休 ①②週休2日・年間休日120日以上
③④シフト制
待 社会保険完備、
制服貸与、研修制度、夏季・冬季
休暇、
産休育休、
有給休暇、
昇給年1回、
賞与有
保育士資格保有者は手当支給4万円
土日出勤できる方月＋2万円の手当あり
④パート保育士 資格手当月5,000円
応 まずはお気軽にお電話ください。
PR 研修制度がございますので安心してお仕事を
始められます。
入社後、
1～2か月のサポート研修もあります
★体験レッスンも随時受付中です！
内

内

資

時
休
待
応

児童発達支援スクール

▼川越市

①看護師

時給1,150円※研修期間80時間は時給1,050円

給与／本文参照

PR

未経験の方大歓迎！
20～50代の方が活躍中！
育児や家事との両立がしやすい職場です
お子さまの急な体調不良や学校行事など
柔軟に対応しますので安心して働けます

資
勤
時

給

待

応

②介護職員/日勤

①正看護師、
准看護師
②③④初任者研修修了者(ヘルパー2級)以上
ご長寿くらぶ：川越・高階(川越市砂新田2-15-5)
ご長寿くらぶ：埼玉・鶴ヶ島(鶴ヶ島市上広谷461-1)
①シフト制 4時間～からOK
②7:30～19:30の間の8時間
③18:00～翌9:00
④シフト制 日勤7:00～20:00の間の
8時間
（休憩60分）
夜勤15:00～翌9:00(2日分)
①時給1,200円～1,500円
②時給1,230円～1,280円(手当含)
③日給18,000円(深夜手当等含)
④月給183,000円～※＋他手当あり
資格手当1万円～・処遇改善手当・昇給、賞与
有・交通費規定内支給・車通勤可(P無料)・希
望休制度、
産休、
育休、
介護休暇有・各種保険有
質問だけも歓迎！まずは気軽にご連絡下さい

飲食

デイサービス

☎049-298-8981 担当/採用係(受付9時～16時)

☎029-212-5252 担当/採用係

中華食堂大門 川越店/川越工場 ㈱エゴイプセ

ご長寿くらぶ

〒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)

③介護職員/夜勤

④介護職員㊣

川越は昨年12月、
鶴ヶ島は4月OPEN!
無資格の方もご相談下さい
弊社はまず人柄を重視いたします
資格取得支援制度や教育研修など充実の
サポート体制もご用意

川越・高階／埼玉・鶴ヶ島

〒350-1137 埼玉県川越市砂新田2-15-5
東武東上線 新河岸駅徒歩11分／鶴ヶ島駅徒歩10分

169923

165918

〒350-0856 埼玉県川越市問屋町5-9
「川越」駅よりバス10分、車・自転車通勤OK

【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)

▼川越・鶴ヶ島

①ホール ②キッチン ③製麺工場スタッフ ④スープ補助 (希望相談)

応

PR【安定】
親会社が西武開発/所沢で創業20年

168640

169063

〒354-0024 埼玉県富士見市鶴瀬東1-2-5産光ビル2階
東武東上線 鶴瀬駅から徒歩4分

待

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

☎049-265-5744 担当/採用係

休

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

コペルプラス鶴瀬教室

時

〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-27-12
明治安田生命池袋ビル3F
No.bsi9006-kj

WEBマーケティング(営業)

①月給200,000円～ ②240,000円～

資

BS池袋支店

▼所沢市

 ①児童指導員 ②保育士  ③パート児童指導員 ④パート保育士

こだわりの多加水ストレート麺と濃厚スープ
が人気の工場直営店と工場でのお仕事です。
①店舗でのご案内、注文取り、配膳など
②店舗での調理、仕込みなど
③製麺工場での補助作業など
④セントラルキッチンでのスープ調理の補助
未経験者大歓迎
①②10:00～15:00(1日3時間～応相談)
③10:00～15:00(1日4時間～応相談)
④15:00～19:00(1日3時間～応相談)
週1日～ご相談ください！
店舗月曜・第1火曜定休
社保完、昇給有、交通費規定支給、
制服貸与
希望者まかない有、扶養内勤務OK
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。
空いた時間を有効活用しながら時短でテキパ
キ働けます。

高時給なのに仕事内容はカンタン！
丁寧な研修があるので未経験も大歓迎♪
電話対応はありませんのでご安心ください。
勤務時間もご都合に合わせて選べます
服装自由！週払いや日払いも対応可。

168237

エステサロン

ポーラ ザ ビューティー 上福岡店

内

申請書の書類の受付事務局にて、
パソコンを
使った簡単な書類チェック＆入力のお仕事を
お願いします。
電話対応はありません。
パソコンの基本的な操作(ファイルの保存や移
動等)ができる方なら、
未経験の方でもOK！
丁寧な研修もございますので、
ご安心下さい。
①8:30～17:30②9:00～18:00③9:30～18:30
※実働8時間、
休憩60分 ※平日のみ
※勤務開始は随時可。
6月末までの短期勤務。
社会保険完備、
週or日払いOK、
私服勤務可、
研修あり、
昇給あり
まずはお気軽にお電話ください。
ご質問やご相談のご連絡も大歓迎です。
電話受付時間/月～土9:00～18:00(祝日除く)
★50名の大量募集です！
web登録可能です。
右下のQRコードからご応募ください。

