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戸田・蕨
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G I F T  F O R  A  B E T T E R  L I F EFOOD
COUPON

300円引き

クーポン提示で1,000円以上のお会計から

〈 有効期限  2023年6月16日迄 〉

SICKLY（シックリー）
Outdoor gears&Delicious burger cafe
他クーポンとの併用不可。
テイクアウト可。Uber Eats◎　
川口市芝宮根町1-42-103
11:00-20:00　休：水曜日
Tel：048-487-8680
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プロが使う食材を家庭用にも購入可能。値引き交渉にチャレンジしてみる
のも市場の醍醐味です。活気ある場内の雰囲気にパワーがもらえそう。

▲▲

GO TO THE LOCAL MARKET

埼玉県の食の宝庫・大宮市場。市場というとプロ仕様で素人
は近づけないのでは？と思いきや、場外の食堂はもちろん、
場内も一般向けに開放した、ウェルカム体制。「海無し県では
ありますが、全国から食材が取り揃い、青果･水産物以外も
たくさんの店が並び食に関するものは大宮市場だけで揃い
ます。まだまだ市内の方でも市場を利用できることを知らな
い方も多いですが、来てみると、旅のような非日常感を味わ
えて楽しいと言って頂けるんですよ」と、埼水仲卸協同組合
の高島理事長。一般客が利用しやすいように、産地や値段
表示をわかりやすくするなどの工夫や、毎週土曜日は大宮市
場大開放と銘打って、少ない量で販売するお店も。
第3土曜のお客様感謝DAYでは、購入金額に応じたプレゼ
ント企画もあり、一般客が楽しめる仕掛けが盛りだくさん。こ
の秋も恒例イベントを復活させたいのだそう。

「魚の美味しさを伝えて魚のファンを増やしたいですね。食べ
る幸せから笑顔が生まれる、そんなお手伝いをしていきたい
です」自身も魚のファンであるカネム水産の平木さん。「美味
しく食べる方法や保存方法など、気軽にお店の人にお声が
けください。新しい発見や学びに出会えますよ」 買い物と並
ぶ楽しみといえば市場グルメ。場内には水産側に5店、青果
側に6店の飲食店が軒を連ねます。海無し県ながら、気軽に
新鮮な海の幸が味わえるとあって、グルメ目当てのお客さん
も多く訪れています。

活気のある場内
市場グルメに舌鼓
気軽に味わう旅気分

日常の買い物では中々お目にかかれない新鮮な素材や旬のもの、
また、市場ならではの人情味溢れるふれあいに癒されに出かけましょう。

地域の食生活を支える台所

企画・編集：ARIFT編集部

仲卸山正の直営店「魚がし天ぷら」のおすすめは、3回に分けて揚
げたて熱々を提供する「季節の味覚定食」1,500円。塩辛･そぼろ煮
が食べ放題、ごはんおかわり自由です。

通路の両側に売場を構える「カネム水産」。大衆魚から、高級鮮魚・貝類まで幅広いラインナップが魅力。

元気な女将さんに会える「海鮮亭 髙はし」の一番人気は函館市場で
直接買い付ける生うにやいくら等9品がのった「海鮮丼と有頭エビフ
ライセット」2,475円。厨房では息子さんが腕をふるいます。

魚がし天ぷら
平日11:00～14:00

（テイクアウト受付～15:00･引渡し～
17:00)、土日祝8:00～15:00（テイク
アウト受付～15:00･引渡し～18:00)。
水曜休。048-782-6929

大宮総合食品地方卸売市場
埼玉県さいたま市北区吉野町2-226-1
駐車場約900台
048-667-0801
※お出かけ前に最新情報を
　ご確認ください

海鮮亭 髙はし
火～木曜･祝日10:00～14:00

（土日9:00～、土日金のみ17:00～
20:00も営業。）
月曜休（祝日は営業）
048-653-8899
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●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。●写真はイメージです。掲載のグレードと異なる場合があ
ります。●本広告掲載のリース料は一例です。●グレードや装備オプション、メンテナンス内容などの条件は変更が可能です。4WD車や寒冷地仕様のお取り扱いも可能です。その場合はリース料は変わります。●掲載の
リース料は2022年12月現在のものです。リース料は予告なく変更する場合があります。●エコカー減税率をはじめとした各種税率が変更された場合、自動車税・取得税・重量税等の金額が変わります。それに伴い掲載
のリース料も変更になります。●自賠責保険料や租税公課が変更された場合は、表示されているリース料も変更されます。●掲載のリース料には、車輌本体価格・登録諸費用・自動車税（全期間）・取得税・重量税（全期
間）・自賠責保険料（全期間）・メンテナンスパッケージ・装備オプション（フロアマット、サイドバイザー）が含まれております。●年間予定走行距離1万km以内でリース料を算出しております。●残価設定とは、リース満了時
の車輌売却予想価格のことです。本広告の掲載価格は、リース満了時に設定残価と車輌の差額を精算し、査定額が残価を下回った場合、差額はお客さまのご負担となるオープンエンド方式を採用しております。

□住 戸田市美女木1-13-1
□営 あさ9:00～よる6:00 □休 水曜日

☎048-449-7400
戸田店

フラット7　戸田 検索

大
宮
バ
イ
パ
ス

ヤ
マ
ダ
電
機

至
東
京

至
大
宮

至和光

戸田ロジャース

セブンイレブン
内谷
バス停

セブン
イレブン

巣鴨信用金庫

川信BKファミリー
マート

Yバリュー

美女木

美女木八幡

美女木三

入口

298

79
戸田店

新車の軽自動車が

月々
コミコミ
7年間定額！
家計も安心！

7年間
リース
プラン
.1万円～1 (税込)

車検

7年分の税金

マット、バイザー

オイル交換

自賠責保険

諸費用

スズキ
スペーシア G

月 ：々12,100円(税込)×84回
ボーナス33,000円(税込)×14回
頭金0円・7年リース

月々コミコミ
頭金なし

×84回

車検
＋

税金
＋

諸費用
＋

オイル交換
＋

マット・バイザー

.2万円
(税込)

ホンダ
N-BOX G

月 ：々13,200円(税込)×84回
ボーナス33,000円(税込)×14回
頭金0円・7年リース

月々コミコミ

×84回

車検
＋

税金
＋

諸費用
＋

オイル交換
＋

マット・バイザー

.3万円
(税込)

スズキ
エブリイバンPA（5MT）

月 ：々8,800円(税込)×84回
ボーナス33,000円(税込)×14回
頭金0円・7年リース

月々コミコミ

8×84回

車検
＋

税金
＋

諸費用
＋

オイル交換
＋

マット・バイザー

800円
(税込)

軽
頭金なし

頭金なし

お得なキャンペーン情報
お問合せはこちらから WEBで　仮審査申し込みができます

簡単

軽自動車 普通車 商用車
戸田店HP

5/20土～31水ま
で

模擬
中間テスト

実施中

例年よく出題される問題を参考。結果をふまえた振り返りを無料で実施。

×

新曽中、戸田中、南浦和中
に お通いの皆さま

模擬中間テスト
お申込みは

こちら

学力に合わせた、楽しく・分かりやすい「ハイブリッド指導」で勉強が好きになる!

クラス授業
習熟度別の少人数集団指導。
偏差値を伸ばし、定期テストでの

高得点も目指します。
×個別指導

最大1:2の個別指導で
苦手分野を集中学習。1人1人の
ペースに合わせて指導します。

寺子屋学習
勉強のやり方を指導します。
講師に質問のできる環境で
自分の課題に取り組みましょう。

イヤイヤする学習•宿題に
意味はあるだろうか…

スカイアカデミーは、勉強のやり方から教えます。
中間テストのない、新曽中、戸田中、南浦和中にお通いのお子さまに向けて、

模擬中間テスト（5教科）をご用意しています。
今の学力を確認し、期末テストに向けた対策をはじめませんか？

「中間テストがないと全く勉強しないのね!?　」

17

上戸田教室

北戸田(駅前)教室
笹目教室

戸田公園教室

戸田教室

戸
田
駅

北
戸
田
駅

戸田公園駅

五差路

●

●

●

市役所
ビバホーム

イオン北戸田

外環
道

17
号
バ
イ
パ
ス

オリジナル
QUOカード
プレゼント！

学習相談にアリフトを
ご持参いただいた方に戸田市内に6教室

戸田市密着で12年

受付時間14:00～22:00（月～土）
0120-739-150 北戸田駅前教室 北戸田教室

笹目教室 戸田教室
戸田公園教室 上戸田教室
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夏に向けて美しくなろう！

EARLY SUMMER 2023 BEAUTY FEATURE

おひつじ座
3.21→4.19

おうし座
4.20→5.20

ふたご座
5.21→6.21

かに座
6.22→7.22

しし座
7.23→8.22

おとめ座
8.23→9.22

てんびん座
9.23→10.23

さそり座
10.24→11.22

いて座
11.23→12.21

やぎ座
12.22→1.19

みずがめ座
1.20→2.18

うお座
2.19→3.20

Lucky color

Lucky color

Lucky color

Lucky color

Lucky color

Lucky color

Lucky color

Lucky color

Lucky color Lucky color

Lucky color Lucky color

恋愛や仕事、家族間などを西
洋占星術、タロットを中心に占
う。「まき姉」の愛称で数多くの
女性から支持されている。仙台
の占いサロン『開運館E&E』に
て活躍中。

astrologer

マーガレットまき

開運館E&E  http://www.kaiunkan-ee.com/

ブルー ホワイト パープル グリーン ブラウン ルビーレッド

レモンイエロー ピンク ブラック レッド オレンジ ライトグリーン

整理整頓運上昇！忙しさは一段落。
今までの変化を受け入れるため整
理整頓を心掛けましょう。心地よいと
感じる方向に進むことが幸運の鍵♪
時には思い切り泣いて心の浄化を。

運気上昇！物事が順調に進み始め、
忙しさも増すでしょう。スムーズに進
むことに不安にならないことが幸運
の鍵♪下調べは入念にしラッキー
チャンスを手にしましょう。

レベルアップ運上昇！立ち止まり、振
り返りながら進む時期。過去を踏ま
えて前進を。プチ贅沢な自分へのご
褒美も幸運を招きます。体調不良は
自己判断せずに専門家に相談を。

幸運期！心の奥から沸き上がる想い
に、素直に行動できる時期。仕事、遊
び、新規プラン、学びなどチャレンジ
しましょう。ぐずぐずと悩まないことが
幸運の鍵♪

勝負運上昇！恋も仕事も勝負の時
期。逆風に逆らわず与えられたことを
きっちり熟しましょう。目標や志を高く
設定することが幸運の鍵♪多忙な時
期のため良質な睡眠、安眠が◎

運気上昇！運気の強い時期。目標や
新天地に向かって、自分を信じて進
みましょう。頑張ったり、知らないこと
に不安になったりせず、自然体で楽
しんで進むことが幸運の鍵♪

多忙時期…前向きに勝負をすれば
良い結果が残せるでしょう。失敗は
成功の基と素直に認め、反省・努力
を。健康面は体調管理とホルモンバ
ランスの乱れに注意。

コミュニケーション運上昇！恋も仕事
も出会い運上昇！再会や復縁の可
能性も。後輩、先輩、ご近所などとの
ハートフルな関係を築くことが幸運
の鍵♪健康面はストレスに注意。

仕事運上昇！会社や地域社会などで
周囲から信頼を得て躍進出来そう。
自分に自信を持つことが幸運の鍵♪
多忙は笑顔で乗り切りましょう。健康
面は自律神経系の病気に注意。

好調運上昇！身辺をすっきりさせる
と幸運の風が吹き込みます。悩まずシ
ンプルに目標に向かって進みましょ
う。言い訳をしないことが幸運の鍵
♪健康面はボディシェイプを！

家庭運上昇！運気は停滞気味。家の
中を快適に。人が集まることも多い
時期、キッチンやリビングなどに重
点を置くと◎居場所をさがしている
人は、最適な物件が見つかりそう。

勉強運上昇！仕事、趣味活、金融関
係など興味ある分野の新しい知識
が人生の新たなページを開きます。
出会いが増える時期。臆せず参加す
ることが幸運の鍵♪発熱に注意を。

›

かわいい紙袋や包装紙でも、使うつもりの
「いつか」はなかなか来ません。ショッパー
は好みでないものから紙リサイクル用の処分
袋として使ってはいかがでしょう。包装紙や
リボンもすべてを捨てず、２つだけを残す！と
選ぶことに視点を移してみてください。都度
選択していくと、物が増えずにすみます。

モノを捨てられない性分で

困っています。ショッパーや

包装紙、リボンなど、いつか

使うだろうと思って溜め込ん

でしまいます。わたしに、捨

てる勇気をください。
[答えてくれたのは]
TEL.0120-12-7158

相鉄リフォーム
相鉄リフォーム

暮らしのアレコレ

読者から寄せられたお悩みに、専門家が答えます

読者のお悩み読者のお悩みQQ AA&&

PN／ちゃんねるゆみ

℡

Hair Salon alveare

蕨市中央3-20-17／10:00～19:00

パーマ･カラー17:00 カット18:00

　毎週火、第1･3火･水定休

蕨駅西口より徒歩5分

048-431-3735

・カット＋ノンジアミンカラー

　11,550→8,800円

・電子カラー＋カット＋無添加

　トリートメント(リタッチ根

　本2cm迄) 14,300→7,150円　

[有効期限]2023/06/17まで

新規限定特典！

・Cut 4,400→2,640円

クセ毛で広がっちゃう人のための最新

トリートメント♪

真っ直ぐにしたいわけじゃないけどクセ毛が気にな

る人のためのフュージョントリートメント。ボリュ

ームが収まりツヤが出るのでお手入れが簡単に！

1～3か月効果を実感いただけます。

今なら初回限定ショートヘア5,500円→3,850円

ロングヘア6,600円→4,620円

ヘアサロン

℡

HAIR ATELIER 凛

新曽309-2-B

10:00～20:00 ※最終受付時間HPにて

火曜休み／Pあり

完全予約制

戸田駅から徒歩7分

048-442-7117

特典 ご予約時アリフト見たで

プラス5分で頭皮が驚くほどスッキ

リ！

※単品での施術不可

お試しヘッドスパ　
550円

2023年06月15日まで有効

和と欧が調和したサロン。

ロンドン仕込みのカット技術が◎

ロンドンのヴィダルサスーンで学んだ「ブランドカ

ット」が得意なオーナー。点・線・面をもとに立体

として意識し、骨格・髪質・ライフスタイルに合わ

せ施術するカット技術が話題に。

●ご新規様限定　全メニュー20％OFF!

カット5,500円 ⇒ 4,400円　他

ヘアサロン

肌カウンセリングで
お肌の状態を深層分析。
シミケア一筋30年のノウハウで
それぞれのお悩みに合った
最適ケアを！

脱マスク生活到来！
花蔵

美肌革命 カウンセリング▶高性能肌診断▶ダブル洗顔
▶3種選べるお手入れ（ツボケア/4Dライントリートメント/
ポーラーフェイシャル）▶炭酸ガスパック▶スポットケア▶電子美顔▶
スキンケア＆お仕上げマッサージ▶アフターカウンセリング

ご体験の流れ

マスクの下に隠れた

シミ くすみ たるみ

未来を変える
花蔵のシミケアで

美白 潤い ハリ

ARIFT限定３大特典

貼るビタミンC
VCパッチ
プレゼント！

1.
高濃度
ビタミンC
美容液導入

2.
プラセンタ
生原液
美容液導入

3.

肌分析＋
3種の選べるお手入れ 4,980円（税込）

カウンセリング＋施術75分

シミ改善のノウハウが詰まった
シミケア体験

※お一人様1回限り　※ご新規様限定　2023年5月31日まで

「ARIFT見た」で

マスクを
外す準備

できてい
ますか？

〈 エステティックグランプリ 〉
全国大会で2015年度準グランプリ獲得！

女性誌にも多数掲載!!

クリニカルエステ 花蔵シミ・シワ・たるみ

厚生労働省のガイドライ
ンに基づき、感染予防の
対策を行っております。

当店のコロナ対策は
こちらをご覧ください

浦和コルソ店
☎048-767-8790
[住所] さいたま市浦和区高砂１-１２-１
　　　浦和コルソ 2階南口エスカレーター横
[交通] JR浦和駅西口駅前徒歩1分
[時間] 10:00～20:00　[休み] 浦和コルソ休館日と同様

浦
和
駅

花蔵 浦和コルソ店

コルソ

伊勢丹

交番

西口

まるひろ南浦和店
☎048-865-8790
[住所] 南区南本町1-7-4-3F
[交通] 南浦和駅西口より徒歩2分
[時間] 10:00～20:00
[休み] まるひろ南浦和店休館日と同様

みずほ
銀行

りそな
銀行

文化通り

一ツ木通り
ミスター
ドーナツ

丸広
百貨店 西

口

駅
前
広
場

花蔵 まるひろ
南浦和店 至大宮

JR
南
浦
和
駅
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information
地元をもっと楽しく

いま行きたいとっておきのお店をご紹介

掲載情報は変更になる場合がございます。ご利用の際は最新の情報をご確認ください。

C

A

B
        
 1 2 7  6 3 9 
 6  3  8  7 
   6  7  
 7      8 
9    1    7
6  4    1  5
  8    2  
   4  5  

ナンプレ

問題提供：
変わり種ナンプレで遊ぼう
https://danboko2.xsrv.jp/

★答え3＋5＋6＝14

「ルール」をもとに白マスを
埋めましょう。
A～Ｃの合計は？

ルール

◆9×9のマスに、1から9まで
の数字を入れていきます。

◆タテ列・ヨコ列・3×3ブロッ
クの中では、それぞれ同じ
数字を使ってはいけません。

近くにお住まいの方はもち
ろん、遠方の方もわざわざ
来る価値有り！桜のうどんを
ご堪能ください。

TEL.048-878-8233
さいたま市見沼区南中野91-1
10:00～20:00（L.O.19:30）/不定休

●

●

ハードオフ

第
二
産
業
道
路

荒
川

さいたま
医療
センター

南中野（南）

うどんをご注文の方
サービス天ぷら盛り合わせ

ご用意します！

HPは
こちら

定番肉汁うどん 並850円
きのこ汁うどん 並850円

豚そぼろ汁うどん 並850円
桜セット（うどん+小天丼） 1,200円

アリフト読者限定クーポン

※切り取って
   お持ち下さい有効期限 2023年5月31日迄

桜の３つのこだわり
鰹節と鯖節を使用し、独自配合で
仕上げた極みの特選出汁出汁

こだわりの自家製麺はプレミアム粉を使用。
風味、コシのある麺は出汁との相性抜群麺

甘みのあるジューシーで柔らかい豚肉は
厳選した国産指定豚を使用。肉

ぶっかけうどん
並1,100円  中1,300円

ピリ辛スタミナうどん
並1,100円  中1,300円

特製ごまだれ麻辣うどん
並1,100円  中1,300円

4月～9月 夏季限定進化系うどんの
夏季メニュー

今
YouTube
でも話題！

4月中旬
スタート！

スタッフ募集中！
未経験者大歓迎！
・ホールスタッフ
・調理スタッフ
・調理補助スタッフ

脂肪分が少なく
ヘルシーな豚タン。たっぷりネギと共に
さっぱりとした味わいをお楽しみください。

ねぎ山 たけ田タン
(豚) ７６９円

（税込）

肉厚で柔らかジューシー♪
上質な脂の甘さと
コク深い味わいが堪りません！

厚切りハラミステーキ
やみつきスパイス８７９円

（税込）

黒毛和牛A5ランク使用！！
肉汁がたっぷり口の中で広がります。

たけ田和牛カルビ
７６９円

（税込）

子供も大人も元気になる

蛇口から

レモンサワー 
通常605円（税込）▼

（税込）

半額!!303円

60分
飲み放題

ハイボール
（税込）

なんと!!303円

60分
飲み放題

旨味が濃い！
自信あり！

どっさりねぎで！

春の飲み放題

 　キャンペーン
焼肉酒場 はコチラです！

☎048-259-5080
川口市西川口1-5-3 福原ビル 2F
営業時間 16:00～23：30(L.O.23:00)・不定休

西
川

口西
口

セブン
イレブン

JR西川口駅西口
目の前です！

新規お友達登録で
レモンサワー飲み放題
1時間無料

他グルメサイトに載っていないアリフト読者様限定特典

たけ田和牛カルビ

１皿プレゼント
※ご注文時にご提示ください

※他券・他サービス・特典併用不可
※1組様1日1皿限定
※西川口店限定特典

2023年6月15日迄有効

※ご注文時にご提示ください
※他券・他サービス・特典併用不可

※1組様1日1皿限定
※西川口店限定特典

2023年6月15日迄有効

ねぎ山 たけ田 タン(豚)

プレゼント

特典1 特典2

黒毛和牛シャトーブリアン（ヒレ）
5,258円160g 10,780円→

特選テンダーロイン（ヒレ）
1,859円130g 2,563円→

若姫牛シャトーブリアン（メキシコ産ヒレ）
3,630円200g 特別価格

わかひめぎゅう

黒毛和牛ヒレステーキ160ｇ・・・・・・・5,886円
黒毛和牛ロースステーキ230ｇ・・・・5,886円
やるじゃんステーキ170ｇ・・・・・・・・・・2,484円
BIGハンバーグ230g・・・・・・・・・・・・・・1,296円
ハンバーグステーキ180ｇ・・・・・・・・・1,058円
チキンソテー180ｇ・・・・・・・・・・・・・・・・・・972円
ポークソテー180ｇ・・・・・・・・・・・・・・・・1,296円
ライス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・183円
※注文はお電話にて承ります。

テイクアウトメニュー

第1弾

第2弾

第3弾

5月19日㊎ 20日㊏ 21日㊐ 22日㊊
5月26日㊎ 27日㊏ 28日㊐ 29日㊊
6月  2日㊎   3日㊏   4日㊐   5日㊊

今後とも変わらぬご愛顧を
よろしくお願いいたします。

35周年 ステーキフェア
おかげさまで35周年を
迎えることができました。

※本店のみ開催

郵便局
ケーヨー
D2 川口キュポ・ラ

寿町第2地下道東
川口
キャスティ産業道路

川口駅
東口

西口リリア
やるじゃん本店

東口より：川口駅から約800m。
善光寺通りに沿って金山町信号を右折。
この看板が目印！ケーヨーD2さんの向かい。

ステーキやるじゃん2号店
川口市栄町3-13-1
樹モールプラザ210-3

西口より：線路にそって東京方面へ。2つ目の信号を左折、
JRのガードより100m先右側。

tel.048-222-8871
11：30～14：00
17：00～22：00（L.O.21：00）
土日祝11：00～

本 店 川口市川口1-5-2

ステーキやるじゃん2号店（川口栄町樹モールプラザ内）

無事オープンしました！
スタッフ一同、皆さまのお越しをお待ちしております。

Grand Open

年中無休

クーポン券の利用は、
携帯・スマホでの
撮影写真
提示でも
ＯＫ！ 合鴨スモーク

コース注文のお客様限定
19㊎20㊏21㊐22㊊

5月クーポン券 第1弾 5月クーポン券 第2弾 6月クーポン券 第3弾

26㊎27㊏28㊐29㊊ 2㊎3㊏4㊐5㊊
コース注文のお客様限定 コース注文のお客様限定

海鮮祭り盛※本店のみ使用可

人数分

無料
※本店のみ使用可

人数分

無料
※本店のみ使用可

人数分

無料 生ハムと
サーモンのマリネ

有効期限：5月31日まで
※本店のみ使用可

ウーロンハイ
割引券

¥363¥495→
なんと何杯でもOK！

有効期限：5月31日まで
※本店のみ使用可

グラスワイン
割引券

¥363¥495→
なんと何杯でもOK!

有効期限：5月31日まで
※本店のみ使用可

デュアーズハイボール
割引券

¥440¥660→
なんと何杯でもOK! ディナーならなんと何杯でもOK！

有効期限：5月31日まで
※本店のみ使用可

エビス生ビール
割引券

¥440¥660→
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歴史ある川口銀座商店街の
一角の「樹モールプラザ」
が4/12(水)よりプレオープ
ン中。約30店舗ほどのバ
ラエティ豊かな店舗が入
り、お出かけがより便利で
快適になります。

商業施設

川口駅東口より徒歩4分

川口市栄町3-13-1／営業時間
と定休日は各店舗にご確認くだ
さい

NEW
OPEN
Information

伊勢丹浦和店に常設でオー
プンした住まいに関する相
談サロン。リアルな住宅模
型とバーチャル映像コンテ
ンツで、戸建住宅での暮ら
しのイメージを体感できま
す。

住宅相談

浦和駅西口より徒歩1分

さいたま市浦和区高砂1-15-1 伊
勢丹浦和店5F／10:00～19:00／
伊勢丹浦和店の定休日に準ずる

0120-924-961℡

三井ホーム
「住まいの総合SALON」

樹モールプラザ
3/25  OPEN 5/24  OPEN

新しい
お店情報を
キャッチ

ウォーキング&
ジョギング教室

運動を楽しもう
新規会員募集中！

※親子・ご夫婦教室は二人で500円とお得です！
※現金でのお支払いとなります
※練習場所は青木公園または蕨市民公園で行います

この街のクラブ活動
ジョギング教室

毎週火曜日
10:00～12:00

走る以外にもストレッチ、
筋トレ、ゲームも交えたレ
クリエーションランニング
の教室です。

ウォーキング教室

毎週金曜日
10:00～12:00

運動不足の方、健康維持
が目的の方、ウォーキング
から運動習慣をつけてい
きましょう。

ジュニアセッション(中高生)

毎週水曜日17:00～18:30
毎週土曜日15:00～17:00
学校に入りたい部活が無
い、塾が忙しく運動不足、
受験生の体力維持に。そ
んな生徒さんにオススメ！

社会人ナイトセッション

毎週火曜日19:30～21:00
毎週金曜日19:30～21:00
仕事帰りにクラブハウスで
荷物を預けお着替えいた
だき、青木公園や蕨市民
公園で練習しませんか？

親子ランニングクラブ

毎週日曜日
15:00～17:00

親子の年齢は問いませ
ん。ご家族の絆をスポーツ
で高めましょう。
【親子で1回500円】

川口マラソン完走クラブ

毎週土曜日
10:00～12:00

1年間の練習プランを組
み立て完走を目指します。
初めて川口マラソン出場
を目指す方にオススメ！

ご夫婦ラン＆ウォーク教室

毎週水曜日
10:00～12:00

ご夫婦で一緒にエクササ
イズしませんか？ペースは
個別に指導いたします。
【ご夫婦で1回500円】

入会金 10,000円
年会費 15,000円（保険料込み）
参加費 500円（1回の教室参加費）

ご入会の方に 今なら

無料体験
お試しください

2週間

もみほぐし券
プレゼント！

35分
提携鍼灸院

1回500円でどの教室にもご参加自由自在です
めざせ

健康ランニング塾クラブハウス
蕨市塚越5-36-16  シフクノオト101号

集合
場所

お申込み・お問合せは住吉（スミヨシ）まで

080-4733-7545
dakorou@gmail.com

LINEでの
お問合せも可

HP、スケジュール、
クーポンにもリンク！
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年齢・経験不問
直行直帰OK！

ご近所を徒歩または自転車で情報誌ARIFTを配布するお仕事です
報酬　・配布部数による出来高制〈月収例〉2,000～10,000円程度

内容　・情報誌アリフトをご家庭のポストに配布していただく
業務委託のお仕事です。

・アリフトはご自宅に配達されるので出社不要です。

・配布していただく地域はご自宅周辺なので安心して配ること
が出来ます。

資格　・月1回、火～土にお仕事できる方。

・携帯電話をお持ちの方。 

※学生の方は不可です。

勤務　・ご自宅から徒歩圏内の地域。

※別の方が先に担当している場合、
ご希望の地域をお選びいただけない場合もあります。

株式会社　中広メディアソリューションズ　横浜市中区真砂町3-38　CERTE　ANNEX　5F
〈ご希望の地区の空き状況はお問い合わせください〉

POST

副業・Wワーク、健康維持、ダイエット、地域貢献など目的はさまざま。まずはお気軽にお電話ください！

地域を巡って健康維持にちょうどいいお仕事始めよう！首都圏・仙台で
800人以上
活躍中

情報誌アリフト　配布員応募受付
TEL.045-319-6327
受付：平日10:00～17:00

自分のタイミングで
配布できる

ポスティングで運動不足を解消

℡

よしの矯正歯科

豊島区西池袋1-18-1 3F

11:00～21:00／木・祝休

取材：YSクリエイト 070-5599-6340

池袋駅西口徒歩1分

03-5950-0018

表側からの装置(成人・子ども)

…約60～66万円

裏側からの装置(上顎・下顎)

…90万円台

成人の部分治療

…約10万円～40万円

矯正総費用(例)

※頭金無･無金利･分割可

分割可。毎月2万円台で目立たない

矯正治療を。まずは無料相談へ

目立たない透明インスパイアブラケット矯正を同院

なら60万円台で。分割払いもご用意。目立ちにくい

ワイヤー装置を使用するので人目も気にならず安心

です。治療が必要か否か、料金、期間、痛みは？…

など、どんな小さな不安や疑問もまずはお気軽にご

相談ください。ご相談は無料で承っております。

矯正歯科

℡

戸田市役所

戸田市上戸田1-18-1／8:30～17:15

JR埼京線戸田駅より徒歩

10分

048-441-1800

5/31(水)までに上記QRコードの

申込フォームで。

※応募多数の場合は抽選

[問合せ]戸田市文化スポーツ課

TEL.048-441-1800(内線339)

申込方法

6/10(土) 戸田ボートコースで

「市民ボート体験教室」開催！

｢ボートのまち戸田｣の象徴である戸田ボートコース。

1964年の東京オリンピックの会場にもなった場所で

ボートを体験してみませんか？[日時]6/10(土)①15

:00～17:00②17:00～19:00　[場所]戸田ボートコー

ス ※集合は戸田第一艇庫(戸田公園4-2) [対象･定

員]中学生以上 各16名(戸田市民優先) [料金]100円

市役所

住まい体感ラボ
OPEN!
注文住宅×リフォーム

「家づくりのぜんぶ」が見つかる住まい体感ラボ
最新のECOテクノロジー住宅

外断熱の家 体感モデルハウス

外断熱・二重通気の
家。限りあるエネル
ギーに頼ることなく1
年中を健康・快適に
過ごすECOテクノロ
ジー住宅です。実際
の生活さながら体感
することができます。

近くの森の木で建てる
木の家体感モデルハウス

アイディアたっぷり。リ
アルサイズの30坪モ
デル。「西川材」をたっ
ぷり使った自然素材
を楽しめるデザインで
す。時とともに風合い
を重ねる木の楽しさ
を味わってください。

豊富な素材からセミナー・イベントまで総合案内
スタジオ＆ショールーム

新築＆リフォーム。素材を
見て触って実感。設備交
換、内装リフォーム、外廻り
リフォームから新築戸建て
まで、住まいのことならな
んでもご相談ください。専
門家がライフスタイルに合
わせてご提案いたします。

ワークショップを定期開催
カルチャースペース

少人数で始めるセミナーやイベントにぴったりのカルチャー
スペースでは、定期的にワークショップを開催しています。
キッズスペースも完備で、お子さま連れでも安心です。

フード＆カフェ

本格ナポリピッツァが楽しめる人気のイタリアンレスト
ランが併設しております。マイホーム計画の合間のひ
とやすみにご利用ください。 TEL048-266-5511

埼玉県川口市司馬2-26-38

注文住宅 リフォーム 不動産

イオンモール
川口前川

京浜東北線「川口駅」東口より徒歩5分  埼玉高速鉄道「川口元郷駅」2番出口より徒歩10分
住所 川口市栄町2-1-22　TEL 048-255-8841http://hanazen-ceremony.co.jp/

－あなたの足元を照らす伴走者－
ローソン 至川口元郷駅

眼鏡市場
日本堂

クリーニング

キャスティ

至
赤
羽

川口駅

産業道路

川口銀座通り

中央通り

至
浦
和

お客様相談ダイヤル

24時間受付 0120-36-4192

家族葬専用式場

葬儀に関するお悩みや不安は
お気軽にご相談ください

随時見学できます
・リビング
エフ

ご自宅のような

やすらぎの空間で

最後のお別れを

※1回のお会計につき1枚のご利用とさせていただきます※他特典との併用不可※お酒・タバコ・POSAカード・指定ごみ袋・ハガキは割引対象外ですアリフト読者特典

300円引き
1回のお買い上げ金額税込3,000円以上で

蕨店限定 2023年5月31日迄

500円引き
1回のお買い上げ金額税込5,000円以上で

蕨店限定 2023年5月31日迄

蕨店
℡0570-011-841　[営]9:00～翌5:00　蕨市錦町1-11-11

QRコードから
会員登録できます

公式アプリ
会員募集中！
お得なクーポンが随時
配信されます。アリフト特典と
併用できて更にお得♪

クーポン
プレゼント

キャンペーン期間 2023年6月30日（金）23：59まで

maj!ca
マジカ

アプリ
新規アプリ会員限定

アプリ登録して

　   今すぐ使える！

税込20,000円以下の

 お会計で期間中1回使える
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買取価格 額面の～99％ 1日3組様限定 390円

終活のお手伝い

大切に査定いたします。遺品整理業者の
前にまずは当店にご相談ください。

生前整理 遺品整理

貴金属 時計 骨董切手普通シート・バラ テレカ50度 など

ROLEXヴィンテージはどんな状態でもOK！
ガラス面割れ、変色、壊れている物もご相談ください

取っ手の黒ずみ、壊れ、内側のカビキズOK

インゴットK24　9,706円/1g 

なんと20年前の約10倍の価格！
ブランドジュエリーもOK

金・プラチナ・ダイヤモンド ブランド時計 ブランドバッグ・小物

 ※価格は2023年5月

プラチナ 貴金属金 高価買取中歴史的
最高値

どんな状態
でも

以上でお買取り致します。 以上でお買取り致します。
13万円 以上でお買取り

致します。
以上でお買取り
致します。13万円

ROLEXヴィンテージ
どんな状態

でも

以上でお買取り致します。 以上でお買取り致します。
100,000円 50,000円

チェーン
マトラッセ

※新品に
　限る

■取っ手の黒ずみ　■破れている　■内側のカビ・キズ ■ガラス面割れ  ■パーツだけ
■変色・サビ　　■壊れている

■日付、イニシャル入り  ■鑑定書、鑑別書なし

高
価買取保証 高

価買取保証 高
価買取保証ブランドバッグ ブランド時計 ジュエリー

店長 中野（37歳）

30,000円

ボストンバッグ

どんな状態でも

マルエツ蕨店

特典❶
特典❷

買取金額最大50％UP
※ご来店時「アリフトを見た」とお伝えください
※一部対象外商品もございます　※有効期限 2023年5月31日（木）まで

日用品プレゼント
査定だけでOK

※ご来店時「アリフトを見た」とお伝えください　※有効期限 2023年5月31日（木）まで

マルエツ蕨店

0120-358-636
蕨市中央3-20-13 マルエツ蕨店2F
営業時間/10:00～18:00   定休日/年中無休

おたからや　マルエツ蕨店 検 索

大切なお品物を

真心こめて査定いたします

おたからや マルエツ蕨店限定 おたからや マルエツ蕨店限定

古物商番号 東京都第3055327622号

蕨 

駅
西
口

埼玉
りそな銀行

ファミリー
マート

三井
住友銀行

わらび
整形外科マルエツ蕨店

マルエツ蕨店2F

マルエツの2階だから
お買い物とご一緒に
お立寄りいただけます

駐車場2h無料

1日で
噛める

まずは1度、無料カウンセリングにご来院ください。

オールオンフォーによる3つのメリット
メリット2>

硬いものを気にせず
食べられる02

メリット3>

人前で
笑えるようになる03

メリット1

01

>

たった２時間で
生まれ変われる

安藤歯科医院WEBサイト
http://ando-implant.jp/

安藤歯科 ザイゴマ・インプラント クリニック 埼玉
朝霞医院

東京
高島平医院

取り外しの要らない白い歯を1日で。即日インプラント！

取材協力/安藤歯科医院　取材/Ａ企画　03-3962-1388

All-on-4オールオンフォー

数多くのインプラント、オールオンフォー症例を持つ安藤歯科
だからこそできる“パーソナルカウンセリング”
豊富な実績と経験があるからこそできる1人1人に合った“本
当”の治療計画をご提案させていただきます。

こんなお悩み
ありませんか？

他にも… 忙しくて治療に何回も通えない／他医院でインプラントは無理と断られた

入れ歯でお悩みの方 歯の見た目に悩んでいる 歯周病でぐらぐら 虫歯でボロボロ…

オールオン4で
毎日を笑顔に

2,000,000円～
(月々27,000円～)
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正 社 員 募 集  新卒・中途問わず未経験スタート大歓迎！ 

タイヤ交換スタッフ

自動車タイヤの「販売・交換・取付け・メンテナンス」をお任せします。

正社員　試用期間あり（3ヶ月) 

月給200,000円～300,000円以上
※経験・家族構成・勤務日数など考慮します

・要普免
・40歳未満の方（例外事由3号のイによる/職業経験不問）

☆学歴不問！
☆新卒・第2新卒の方もOK!（高校卒業された方もOKです）

☆他業種からの転職希望も大歓迎♪
☆無資格・未経験から始められます

職　　種

仕事内容

雇用形態

給　　与

応募資格

賞与年2回（7月・12月）、
社会保険完備（健康保険・雇用保険・
労災保険・厚生年金）、昇給有、
交通費支給、制服貸与、家族手当・
皆勤手当有
◆受動喫煙対策
　屋内原則禁煙（喫煙場所あり）

8:00～18:00（シフト制）

週休2日制（日曜、祝日）、
GW（約6日）、夏季（約6日）、
年末年始（約6日）

待遇・
福利厚生

勤務時間

休日休暇
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掲載の求人情報は男女を募集対象としていますが、募集条件として男性・女性を限定しているものは、男女
雇用機会均等法適用除外職種等の募集です。

 敷地内禁煙、又は屋内禁煙
 敷地内禁煙、又は屋内禁煙（屋外、又は屋内に喫煙所有）
 屋内喫煙可

就業場所における受動喫煙防止のための取組について

求人
情報

ア＝アルバイト　パ＝パート　正＝正社員　契＝契約社員　嘱＝嘱託社員
委＝業務委託　派＝派遣スタッフ　紹＝紹介要員

●掲載内容は変更になる場合がございます。予めご了承ください。●ARIFTは再生紙を利用して作られています。
●本誌掲載記事の無断転載を禁じます。
●掲載情報は変更になる場合がございます。ご利用の際は最新の情報をご確認ください。

編集・発行／ (株)中広メディアソリューションズ  https://chuco-ms.co.jp/
(株)中広メディアソリューションズにおける個人情報の取り扱いについて当社ホームページにてご確認ください。
広告掲載・チラシ折込・誌面内容のお問合せ 045-225-9267　配布に関するお問合せ 045-319-6327

EVENT

骨董品から生活雑貨、地元の
美味しいや楽しいが集まる並
木マルシェのほか、ライブス
テージではショーや演奏などを
行うお祭りイベント。

[時]10:00～開会式
16:15～閉会式
[会]西川口並木商店会
[問]https://namikisyoutenkai.jp/

川口市制施工90周年記念
「第27回　ふれあい祭り in 並木」

EVENT

時間をかけてじっくりと創りあ
げられた重量感溢れる演奏か
ら、2人の芸術家の熱き息に、
想いを馳せてみてはいかがで
しょうか。

5.21 SUN

[時]15:00開演
[料]当日1,500円
[会]コピスみよし
(三芳町文化会館)ホール
[問]アンサンブル凜事務局
090-7242-8284

アンサンブル凜 
第25回定期演奏会 三芳公演

EVENT

区立しょうぶ沼公園では約140
種、約8,100株の色鮮やかなハ
ナショウブを楽しめます。世界
の食広場では、普段出会えな
い世界のグルメを味わえます。

6.3 SAT .4 SUN

[時]10:00～16:00 ※世界の食
広場は10:00～18:00
[会]しょうぶまつり：しょうぶ沼公
園、世界の食広場：都立東綾瀬
公園（ハト広場）
[問]お問い合わせコールあだち 
03-3880-0039（8:00～20:00）

見て、食べて、歩いて楽しい
「しょうぶまつり＆世界の食広場」

今知りたい街のニュースやイベントをご紹介 読者プレゼント

下記アドレスまたは
QRコードよりご応募ください。 
https://forms.gle/YAo2nr7BqQpWfVLEA

応募締切 ｜ 2023年6月16日（金）迄

※賞品当選者のお知らせは発送をもって代えさせていただきます
※個人情報の取り扱いについて同意の上、ご応募ください
※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です　　
問：(株)中広メディアソリューションズ
　  ARIFT5月号プレゼント係　048-767-8238（平日10時～17時）

シチリア産レモン果汁を使用した爽やかなレモンソース入りのチーズアイ
スを、レモン風味のクッキーでサンドした一品。1,728円。

初夏にぴったりのスイーツ
レモンチーズクッキーサンド 10個セット
https://www.futabafoods.co.jp
フタバ食品株式会社提供

独自の極薄サーキットヒーターでムラなく均一に焼き上げます。脚が取り
外せるのでプレートは丸洗いOK。23,980円

毎日使いたくなるホットプレート
アビエン　マジックグリル
XGM24-BK

5名様

5名様

5.20 SAT .21 SUN ※雨天決行（一部中止）EVENT

(公社)さいたま観光国際協会

140年以上の歴史がある与野
公園の約200種類3,000株の
バラの開花に合わせ、バラの苗
木販売や模擬店、ステージイベ
ントなどを行います。

[時]9:00～17:00
[料]入場無料
[会]与野公園(さいたま市中央
区本町西1丁目地内)
[問]ハローダイヤル
050-5542-8600

（全日 9:00～20:00）

華やかなバラが見頃を迎える
「ばらまつり2023」

5.21 SUN ※雨天決行

勤務地┃

スマイルほっとケアサービス

戸田市上戸田2-38-10

担当／採用担当者048-433-5551

［生活援助］時給1,200円　

［身体介護］時給1,600円～

『年齢不問！元気な方募集中！』

今の高齢社会では70歳以上もまだ若手!!

登録ヘルパーB

内容

資格

時間

休日

待遇

応募

ＰＲ

[生活援助]買い物、調理、掃除等

[身体介護]排泄介助、入浴介助、更衣介助など

[自費の仕事]病院や銀行、美容院の付添い

初任者研修以上

7:00～18:00の間で1日1件～直行直帰OK!

家事・育児の合間の短時間でもOK！

生活に応じて自由に選んでいただけます。

移動費300円支給、当日キャンセルの給与保障、

社用車使用可、車通勤可、電動自転車貸出あり

履歴書（写貼）の上、お電話ください。

40-70代の幅広い年代のスタッフが活躍中!!

アットホームな職場です！

デイサービス職員同時募集

戸田公園駅から徒歩10分

介護や育児でうまく時間は取れないけど働

きたい方必見！急なお休みも相談しやすく

働きやすい職場です♪未経験やブランクが

ある方も大歓迎！少しでも興味がある方は

お気軽にお電話ください！

勤務地┃

戸田市立福祉作業所　もくせい園

戸田市川岸2-4-8 

戸田市立心身障害者福祉センター内

担当／採用係048-445-8530

時給1,050円

誰かのために一緒に

支え合いながら働きませんか？

障がい者施設の支援スタッフBA

内容

資格

時間

休日

待遇

ＰＲ

知的・身体障がいのある方にリハビリや自主製

品の製作・レクリエーションの機会を提供する

施設。利用者様31人に対し、職員18名が勤務し

ています。レクリエーション支援、介助、送迎

車の運転、添乗

★スタッフ皆で協力しながら有休取得してます。

運転免許(AT限定可)がある方優遇

①8:30～16:00(実働6.5h、休憩1h) ②8:30～

10:30(送迎車の運転業務中心) ③11:00～16:00

※勤務日や勤務時間はお気軽にご相談下さい。

土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始

ボーナス支給、交通費支給(規定あり)

丁寧にお仕事をお教えします。

戸田橋近く（戸田公園駅より徒歩14分）

検温、手指消毒の他、フェイスシールド等

を活用し、新型コロナウイルス対策を行っ

ております。職場見学もできますので、お

気軽にお問い合わせください。

チームワークのよい働きやすい職場です。

勤務地┃

医療法人社団東光会 介護老人保健施設 グリーンビレッジ蕨

蕨市北町5-13-6

https://gv-warabi.jp

担当／採用担当048-443-5001

時給①②1,000円 ③1,200円

慣れるまで丁寧にサポートします！スタ

ッフの定着率が良く働きやすい職場です

①ドライバーB　②受付B

③入浴介助B

内容

資格

時間

休日

待遇

ＰＲ

①ワゴン車等での送迎となります。シフト[A]

は清掃など雑務を含みます。[B]は中抜け可。

②面会者の受付(PCへの入力)、電話応対など

一般事務　③ご利用者に対する入浴介助が業務

①普通免許②事務経験者尚可※未経験者大歓迎

①シフト[A]8:30～17:00 [B]8:30～10:00、

15:00～17:00　②8:30～17:00

③シフト[A]9:00～12:30 [B]13:30～16:00

[C]9:00～12:30、13:30～16:00

※①②③ともに週4～5 OK！

日曜

社保完備、交通費(規定内)、自転車・バイク通

勤可、祝日勤務手当有

ライフスタイルに合わせた働き方が出来ます！

蕨市北町5丁目

ブランクがある方・未経験の方もOKな事務、

60代も活躍中のドライバー、40～50代が活

躍中の入浴介助のお仕事を募集いたします。

安心の戸田中央メディカルケアグループ！

アットホームな職場で一緒に働きませんか。
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入社後1ヶ月の研修があるため、
栽培業務がはじめての方でも安心！

安心して働ける職場です。

ハーブや葉物野菜などの
栽培・加工スタッフ

大募集！

＼屋内の植物栽培施設で活躍する／

少しでも気になる方は、
「見学体験会」にご参加ください。
お申込みはQRコードから
受付ができます。

イブキ お仕事説明会

勤  務  地
交　　通
雇用形態

時　　給
勤務時間

〒335-0038 埼玉県戸田市美女木 北3-8-1
北戸田駅より徒歩17分
パート・アルバイト・契約社員等
※ファームを利用している企業様との雇用契約です。
1,000円以上（企業様によって異なります。）
月～金曜日／10:00～17:00（休憩1時間） 
土日祝休み

資　　格 学歴・スキル不問、未経験歓迎！※身体障害者手帳、
療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

仕事概要 ※一例です。詳細条件は雇用先の各企業様と決定します。

株式会社スタートライン（IBUKI運営会社）
TEL.050-5433-7890
受付時間／平日9:00～18:00（土日祝休業）

お申込みの方は「お仕事説明会
（ファーム見学会含む）」にご参加い
ただいた後に、現在募集中の求人
情報をご案内させていただきます。

1日のお仕事の流れ

応募者さんたちの質問にお答えします。

どんな人が
活躍してるの？

Q
障害種別を問わずさまざまな方が
活躍しており、年齢層も10代後半
～50代まで幅広いです。ほとんど
の方が未経験からのスタートです
ので、経験も必要ありません。

A

介助や送迎は行いません。IBUKI
は一般企業の就労の場です。身
の回りのことや通勤は自力で行
える方が働いています。

A食事や排せつの介助、
送迎などは
お願いできますか？

Q

スタッフは何人
くらいいますか？

Q 各部屋に1名のサポートスタッフ
と3名～4名ほどの障害者従業
員で業務を行います。

A

10:00
チームで集まって朝礼を
行います。管理者よりその
日の体調や仕事のスケ
ジュールを確認します。

10:30
種まきや水やり、収穫など
の栽培業務を行います。

12:00
お昼休憩。休憩室でゆっ
くり食事ができます。

17:00
退勤。残業は基本的には
ありません。無理なく働け
る環境ですよ。

16:00
栽培室内の掃除や
片付けなどを行います。

13:00
ハーブの乾燥、ハーブ
ティーへの加工業務など
を行います。※定期面談
などもあります。

栽 培 水やり 収 穫

茶葉乾燥 ブレンド 袋詰め パッケージ

業務内容

障害のある方が活躍する職場！一般就労で働いてみませんか

パントリーさん（朝食準備）
OPENしたばかりのキレイなホテル。お掃除好きな方、
空いた時間を有効活用したい方におすすめ！

春の新スタッフ大募集 2022年10月22日
OEPN！

フロント
スタッフも
大募集！

北戸田駅 徒歩2分
通勤ラクチン

内容：朝食準備、お皿洗い、片付け等　
         （調理師資格、経験不要）
時給：1,060円～（研修期間は1,060円）
　　　※5:30～7:00早朝手当あり
時間：5:30～9:30 ※週2～3日OK
待遇：交通費規定内支給、昇給有、
　　  寸志(業績に応じて)、扶養内OK

家事の延長でお仕事が出来るので未経験でも安心。
早朝の短時間のお仕事だから時間を有効に使えます。

内容：客室、共用部分の清掃とベッドメイク等
時給：1,160円～（研修期間は1,060円）
時間：10:00～15:00　※シフト制
待遇：交通費規定内支給、昇給有、
　　  寸志(業績に応じて)、扶養内OK

2022年10月OPEN
東横イン北戸田

北戸田駅 徒歩2分

女性が活躍している
職場です。未経験の方
大歓迎なのでお気軽
にお問合せください。

女性が活躍している
職場です。未経験の方
大歓迎なのでお気軽
にお問合せください。

支配人

メイクさん（客室清掃）

ご応募お待ち
しております 詳しくはこちら 東横INN  北戸田駅東口 戸田市新曽1981－1 屋内

禁煙 tel.048-420-1045

勤務地┃

保育ルーム　スター☆キッズ

川口市長蔵1-17-2 藤波ビル

担当／松田048-291-5035

①時給1,050円～　②月給210,000円～＋諸手当

/経験者優遇他　③時給1,200円～

①9:00～13:30 週3日～OK!!

急募！子ども好きの方、大歓迎です♪ 

①保育園の調理スタッフB　
②保育士C　③保育士B

内容

資格

時間

休日

待遇

勤務

①保育園の給食調理、料理好きの方歓迎

②③定員19名の保育園で保育・保育補助

①無資格OK！　②③保育士資格

①9:00～13:30

【月・水・金曜日に出勤できる方歓迎】

②7:30～19:00(実働8h、シフト制)　

※週休2日制 

③早番7:30～9:30 遅番17:00～19:30　

※週3日～OK!!

②週休2日制

昇給有/労災保険/交通費規定内/社保完備/有休

休暇有/資格手当有

保育ルーム　スター☆キッズ 北戸田園

戸田市大字新曽2197-3 ※禁煙 

JR埼京線北戸田駅から徒歩2分

子どもが好きな方、楽しく触れ合える方◎

20～50代のスタッフが活躍中です。

「子育てがひと段落したけど、ブランクが

長いから復職できるかな…」なんて不安も

頼れる仲間が全力で応援します♪

勤務地┃

特別養護老人ホーム孝の季苑

川口市青木5-17-23

担当／採用担当048-299-9311

①月給327,500円～386,500円(基本給305,000円～

340,000円、業務手当22,500円～25,500円含む)

実務経験がないという方もご応募歓迎！

とても朗らかでアットホームな職場です

ケアマネジャー ①C ②B

内容

資格

時間

給与

休日

待遇

ケアマネ3名体制予定！

入所：160床・ショートステイ20床

介護支援専門員、主任介護支援専門員

普通自動車運転免許（AT限定可）あれば尚可

※特養経験者、宿直できる方尚可

①変形労働時間制8:30～17:30 休憩60分

※時間外　月平均10時間

②8:30～17:30

②時給1,400円

シフト制※年間休日107日

雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金

定年制(一律65歳)、再雇用有(65歳迄)、有休

マイカー通勤可(自転車・バイクも可)、復職制

度有、社保完備、交通費

南鳩ヶ谷駅より徒歩19分/西川口駅より徒歩22分

ご利用者様と接する事でしか学べないこと

がたくさんあるのがこの仕事なんだという

ことを教えてくれた先輩や職場環境に感謝

しています。(スタッフ談)
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金 高が い

まだまだ

買取ご相談ダイヤル

◀

子育て中の
　店長 武井です◀

換気・消毒を徹底しております

埼玉戸田
自動車学校

こだま
保育園

サンドラッグ
COCO’S

上戸田5
戸田駅
東口

戸
田
駅

戸田駅東口より徒歩5分
サンドラッグ前

お買取の際はご本人様を確認できるもの
（免許証など顔写真付のもの）をご持参ください

戸田市上戸田4-11-11

もうお店でお待たせしません！
利用者急増中！

LINE査定
会員カードできました!
年に2回のクーポン
買取時とお買い上げ時に
お使いいただける11枚のクーポン券を
年に2回お届けいたします。

買取がらくらく
免許証を登録すると次回からはご提示＆
サインのみで簡単にお売りいただけます。

会員様限定のイベント
お得なセールや買取強化情報
プレゼント企画などをお届けいたします!

★トーク画面にてお見積り希望の
　お品物の写真等をご送付ください。

持って行くのが恥ずかしい…
売れなかったらどうしよう…
難しく考えず、何でもご相談ください！

営業時間
月～金     9：00～17：00
　土  10：00～18：00

定休日
毎月1日・日祝
※急遽、変更になる場合がございますので、
   お問合わせください。

〈 営業時間が変わりました 〉

お気軽にご来店ください！

2021年
1月

2022年
1月

2023年
1月

4月

9500

9000

8500

8000

7500

7000

6500

6,649円

9,495円金価格グラフ

実はプラチナも上昇中
2021年12月
3,706円

2022年4月

5,175円

お酒 香水テレカ 時計

相場上昇中！
さらに

金・プラチナ
ジュエリー

ご売却頂きましたお客様に

なくなり次第終了

BOXティッシュ
プレゼント

※日本語表記のあるもの

高値更新●2023年4月
捨てないで！壊れていても価値は下がりません

万年筆の
ペン先OK!

金歯OK！  

実は
これも金！

※当店のライン査定
は、当店だけが閲覧
でき、第三者には開
示されません。

01

02 03

まだ捨てないで！！

川口スプリングレーンズ
TEL.048-252-5811
川口市川口6-3-34

至ララガーデン ★駐車場完備

至
赤
羽

至
大
宮
川口陸橋

川口駅

ホンダベルノ
トヨタ
レンタカー

コモディ
イイダ

アリオ

月・火・水 10:00～23:00
        木   7:30～23:00
        金 10:00～23:00
土・日・祝   7:30～23:00

営
業
時
間

木・土・
日・祝日は
早朝ボウルを

実施中

無料！ゲーム代
(2ゲームまで)

キッズレーン完備！

全20レーン！

※貸靴代400円は有料です

※一緒にゲームをされる大人の方は有料です。

2023年12月31日(日)までの
キャンペーンとなります。絶賛ご予約受付中！

キ ャン ペ ーン
子供会応援

学童・塾・
少年団・スポーツ
チームなどの
団体もOK！

中学生
以下の
お子様

お菓子2本プレゼント！
お子様おひとりにつき

ご予約時に「アリフトを見た」とお伝えください

アリフト読者限定特典


