動画の見られる求人広告情報誌

あなたのまちの求人情報誌

掲載のお申し込みは…ウインズ編集室 【五大新聞(朝刊折込) 配布エリア】三田市全域・

0120-450-688

神戸市北区北鈴蘭台以北・西宮市北部以北・
三木市吉川町、口吉川・篠山市内（一部除く）
【次回発行日】2018.5.6 We bサイト3週間無料掲載

西宮・明石・神戸・大阪府内・その他（勤務地はご相談ください） アルバイト

※時間は現場により異なります※早出、
残業有

0120-667-672

今なら、
寮費 1ヶ月無料 !!

☆1日3 h〜、
週 2 日〜OK !!
待遇 / 制服貸与

荷物はカバン 1 つで大丈夫！
生活からしっかり応援します。

焼き屋

大学生歓迎♪

・平日だけ・週末だけ
・かけもちバイトOK!!

三田市

急募!!

◎高校生OK（22：00まで）

季利呼

078-951-1195

応募/まずはお気軽にお電話ください。

※詳細は面談時

☆ラストまで入れる方歓迎

応募 / まずはお気軽にお電話ください

神戸市北区

一般・学生・フリーターさん大歓迎♪18才〜60代迄活躍中♪未経験の方でも大丈夫◎

パート・アルバイト

クリーンスタッフ

絵本の
ホール・調理スタッフ◎高校生 OK テラス席は
ペット連れでも
時給 / 9 00 円（研修期間有）
OKです♪

時給/845 円〜

（仕事内容）会員制リゾートホテルの清掃整備（男女・68 才定年制）
勤務 /10：00〜15：00(0.5h 休憩 ) シフト制
待遇 / 昇給有、有給有、制服貸与、交通費全額支給、昼食支給（無料）
応募 / まずはお電話ください

待遇 /交通費有り
各種社会保険有、
制服貸与
勤務 /9：00〜20：00の間で
1日3 h 〜 8 h程度OK
★週 3日〜、

土日のみ、
◎出勤日応相談可
初めての方もOK♪
4/22（日）
・23（月）
・28（土）
・29（日）

【面接日】

応募 / まずはお電話ください。

◎土日祝のみ・短時間OK♪ 至今田

兵庫陶芸美術館
立杭陶の里

● 時間/13：00〜17：00 ●

至

篠
JR福 山口
JR相
知山
野
線

駅

今田町方面に
来てください。

至東条湖

079-568-2456

※下記住所にて ※要履歴書
（写真貼付）
阪

バス停 三本峠
県道 黒石線

●●●

ご予約・お問合せ

神戸市北区有馬町1740-1 ザグランリゾート有馬内

shiroi-ehon@nifty.com

三田市

パート・アルバイト

神戸市北区

パート・アルバイト

神鉄「田尾寺」駅より徒歩7分
マイカー通勤可
幅広い年代の方が活躍出来る職場です !
大手研修施設のお仕事だから安定♪初心者さん大歓迎♪
子育て中の方、定年後のお仕事を探している方も♪
家事・育児とも両立☆モクモクと仕事できます♪
清掃スタッフ ◎一般区域共用部の清掃
丁寧な 時間・曜日
①キッチンサポート
研修有 ! 相談OK♪
時給/ 950 円
6：00〜10：00
時給/ 900 円〜
Wワーク
勤務開始日
10：00〜14：00
時給/ 900 円
相談可♪ OK♪
※年令、
経験による
16：00〜20：00
時給/ 950 円
☆男女不問・年齢不問
②洗い場
男女・年令不問
☆週3〜5日OK♪
勤務/18：00〜20：00 時給/ 900 円
未経験者 OK♪
待遇 / マイカー通勤 OK、制服貸与、交通費規定支給（月 2 万円迄）

30代〜60代活躍中!! 未経験者大歓迎

勤務 /9：00〜15：00 の間で 3〜4h の勤務
※時間・曜日相談応じます。
休日 / 土、日、祝、GW、夏期、年末年始（会社カレンダー）
待遇 / 交通費規定支給、制服貸与 、
マイカー通勤可
週3〜5日
応募 / お気軽にお電話ください。

■給食委託

東京ケータリング株式会社

応募 / お気軽にお電話ください。
4/23
（月）
〜受付開始。

090-1657-6958 (採用担当直通) 078-981-9000 [代表］
神戸市北区藤原台北町4-27（スペースアルファ神戸）

の勤務です

■冷間圧造・NC 旋盤による切削加工・その他各種加工

三田市

株式会社大豊製作所

INFORMATION

求人広告掲載募集!! 企業と人とをつなぐ地域密着型誌面!!
新聞折込・ポスティング・フリーペーパー設置拡大中!!
お気軽にお問い合せ下さい。

079-568-5858（担当 / キノシタ）
〒669-1339 三田市テクノパーク10-5

パート・アルバイト

バイク・マイカー通勤可

利用者増加のため募集！
！ あなたの空いている
時間と資格を有意義に使いませんか？

訪問介護員

週1日〜
OK

いずれも
★日・祝 50 円UP!! ★18：00以降は 100円UP!!
資格 / ヘルパー 2 級以上
勤務 / 8：00〜20：00 の間で 2〜5h
ご都合の良い時間をお聞かせください。
待遇 / 交通費規定支給
応募 / まずはお電話の上、履歴書（写貼）ご持参ください。

有 限 会 社 健 幸 会 訪問介護事業所 サクラ

078-952-1088

神戸市北区道場町日下部1844番地
正社員・パート・アルバイト

【パート・アルバイト】 ★高校生可 時給/ 88 0円〜

078-904-1661 (担当/宮本)

http://homepage2.nifty.com/shiroi-ehon

神戸市北区

神鉄「道場南口」駅より徒歩1分

神鉄「ウッディタウン中央」駅より徒歩5分

オークラハウジング株式会社

至新三田駅

〒669-1544 三田市武庫が丘3-4-6
Tel.079-559-0505 Fax.079-559-0567
i n f o@ w i n ds -h. com

三田市

※上記日時ご都合の悪い方は、お気軽にご相談下さい。

至大

ウインズ編集室

正社員同時募集

昼食（自己負担無し）をキチンと食べて !
仕事と家事の両立を応援いたします♪

マイカー通勤可

編集発行/

株式会社オフィスケイズ 求人広告事業部

生活援助 時給/ 1,2 00円
身体介護 時給/ 1,7 00円

定休日：第3月曜

神戸市北区道場町日下部1830

パート・アルバイト

最寄駅 /JR「相野」駅

マイカー通勤可

★美味しいまかないとドリンクあり!!
お好み焼き・鉄板焼 き り こ
お得なバイトです♪

※詳細は面談時

アプリダウンロード方法

パート・アルバイト

時間 /18：00〜翌1：00の間で 時間・曜日応相談

寮生募集 !!（ 即入寮可）

［本社］兵庫県西宮市今津曙町 13-4 中津ビル 1F

三田市大川瀬 886-1

求人

時給/8 5 0 円〜 9 5 0円（研修期間有）

定年退職・年金受給者・シニア活躍中 入寮者の方に 祝金 30,000 円支給

株式会社 ろくおか

動画を見る方法

右記のQRコードから
左記ARマークの付いた求人広告 『COCOAR2』の アプリ
に専用アプリを入れたスマホで をダウンロード/無 料
スキャンすると動画が飛び出します -iOS,Android 対応-

ホール・キッチンスタッフ

◎直行直帰可
◎日曜は休日手当有◎別途各種手当有

勤務 /1 日8 時間労働（休憩有）

AR

神鉄「道場南口」駅より徒歩 3 分☆駅近

お仕事あります!!

検索

www.winds-h.com 求人ウインズ

神戸市北区

軽作業スタッフ（ゴルフ場） ゴールデンウィーク中も

誌面設置場所
フローラ88
（イオン三田店内）ヒマラヤゴルフ三田店
ミニストップ三田けやき台店 三田市商工会館
ファミリーマート三田三輪店・三田テクノパーク店
神鉄各駅「あどラック」コーナー
三田・フラワータウン・田尾寺・岡場・道場南口

We bサイト 3週間無料掲載!!

2018.4.22 vol.666

www.winds-h.com

日給月給制/200,000 円〜

ＡＲ求人誌

0120-450-688 ウインズ編集室

神戸市北区

①レストラン調理
勤務 / 7：00〜11：00 ・11：00〜15：00 ・18：00〜22：00

②販売・ホール
勤務 / 8：00〜13：00 ・11：00〜17：00 ・18：00〜22：00

③ベーカリー製造（サンドイッチ） 曜日・時間応相談
勤務 / 7：00〜13：00

フリーター歓迎

④ラスク・焼き菓子の包装

◎各種社保完備

勤務 /13：00〜17：00 ・17：00〜21：00
待遇 / 制服貸与、早朝手当有、交通費支給（1 万円迄）、割引有、
昇給有、バイク・自転車・車（規定有）通勤 OK、食事補助有

【正社員】★経験・能力考慮の上優遇します

④ベーカリー製パン ☆店長候補 月給/ 300,000 円〜
勤務 /5：00〜17：00（シフト制）

⑤レストラン調理

月給/ 200,000 円〜

勤務 /9：00〜22：00（シフト制）
休日 / 月 6〜8 回の選択制、夏季冬季休暇有
待遇 / 福利厚生完備、決算賞与有、昇給有、制服貸与、交通費全額支給、
バイク・自転車・車（規定有）通勤 OK、食事補助有、
割引有

www.winds-h.com

正職員・パート

送迎有り/マイカー通勤歓迎!!（三田駅から約20分、岡場駅から約15分）

マイカー通勤可

利用無料の保育施設完備!! 小さなお子様のいる方も安心の環境!!研修期間があるので安心してご応募下さい。
他 業 種か らの転職・未経験者も大歓迎です ! ! 働 き や す い 環 境 で ス タ ー ト し ま せ ん か !
【パート】☆資格・経験不問
①介護スタッフ【正職員】

④正・准看護師【パート】

【正職員】月給/ 22 6 ,000円〜（夜勤手当含）+ 他手当有
☆賞与有
（4.9ヶ月）
【パート】時給/ 1 , 0 2 0 円〜1,120 円より+ 交通費

時給/1,000円〜+ 交通費（業務手当含）
☆土・日・祝 時給/ 50 円UP!!

◎男女問わず
◎ 60 代 以 上 可

時間 /(a)8：40〜10：40 (b)15：00〜17：00

【パート】
③理学療法士【正職員】
ブランク
【正職員】月給/ 22 0 ,000円〜 + 他手当有 ある方もOK
☆賞与有
（4.9ヶ月）
【パート】時給/ 2 ,0 00 円〜 + 交通費

共通事項

時間/日勤8：50〜17：20 夜勤17：00〜翌 10：00 ☆日勤のみ、夜勤のみでも可

072-760-3003 (担当/採用係) ■ベーカリーレストランの経営
三田市あかしあ台4丁目14-2 三田幹線沿い（株）ワールドフーズ
三田市

アルバイト

お客様と楽しくおしゃべりをするお仕事です♪

カウンターレディ 三田初!! ガールズバーオープン!!

応募/まずはお気軽にお電話下さい。

勤務 /20：00〜25：00（ラスト）
待遇 / 交通費規定支給、制服有
応募 / まずはお電話ください。

施設内の
子育て
ママさん
保育室
必見の職場!! 利用無料!!

有給休暇
取得促進

安心の
研修制度
あり

時給/1 , 5 0 0 円〜＋手当有
◎ノルマなし

!

駅チカ !

説明会・見学会も実施しています!!雰囲気を見に来て下さい♪
利用無料の保育・一時保育施設を完備。
小さなお子様のいる方も
安心の職場環境を
提供しています。
施設内

医療法人社団青山会

078-950-7070 (担当/タケキタ・アラキ)

応募 本日より電話受付します
（受付時間 /9 時〜18 時）

休日/【正】
シフト制（月8日）
※生活スタイルに合った勤務を考慮。
待遇/【正】退職金制度有
【共通】各種保険完備、
育児休暇有、
交通費支給（規定有）、制服貸与

時間 /8：50〜17：30 ☆パートは勤務時間・日数等相談応じます。

介護老人保健施設

ルフラン三田店

JR・神鉄「三田」駅より徒歩 3分

時間 /8：40〜17：10 ※出勤日数等応相談

☆土・日・祝 時給/ 50 円UP!!

②送迎ドライバー【パート】 ◎ 普 通 免 許 可

日勤のみも可

時給/ 1 , 5 0 0 円〜 + 交通費

ベーカリー＆スイーツ＆イタリアンレストラン

「百人百色」らぽーと
リハビリテーション
プログラム

保育所ちから

〒651-1524 神戸市北区大沢町中大沢字向井新田2238-3 〈http://www.らぽーと.jp〉 駅からの送迎も有ります♪

ガールズバー

アイズ

080-4391-8541

三田市駅前町11-1-104

◎短期も大歓迎!!
◎お酒飲めなくても大丈夫!!即採用!!
◎おしゃべり得意じゃなくても
優しい心遣いが出来ればOK♪
◎学生・主婦・フリーター・かけもち大歓迎
◎完全新規オープンなので、
みんな一緒のスタートで安心!!

各地

INFORMATION

新着求人!! あなたにピッタリのお仕事情報満載♪お 仕 事 探しはウインズで ! !
短期

長期 正社員 パート

www.winds-h.com 求人ウインズ

日払い

検索

バイト

動画の見られる求人広告情報誌

あなたのまちの求人情報誌

掲載のお申し込みは…ウインズ編集室 【五大新聞(朝刊折込) 配布エリア】三田市全域・

0120-450-688

神戸市北区北鈴蘭台以北・西宮市北部以北・
三木市吉川町、口吉川・篠山市内（一部除く）
【次回発行日】2018.5.6 We bサイト3週間無料掲載

三田市

アルバイト

JR「相野」駅より徒歩約 10 分

マイカー通勤可

自然豊かな環境の中、気持ちよくお仕事しませんか？
時給/ 850 円〜

休憩中も
時給発生!!

求人

◎直行直帰可

お仕事あります!!

◎日曜は休日手当有◎別途各種手当有

勤務 /1 日8 時間労働（休憩有）
※時間は現場により異なります※早出、
残業有

寮 生 募 集 !（
! 即入寮可）

神戸市北区

パート・アルバイト

マイカー通勤可

経験一切不問!! 働きやすい環境を整えてお待ちしてます。

パート・アルバイト

J R「新三田」駅より徒歩約11分

マイカー通勤可

週2日〜、1日4h〜OK!! シフトなどお気軽にご相談ください♪
時給/ 9 0 0 円〜

メイクスタッフ◎各種手当有
時給/ 850円〜1,062 円

※試用期間有

勤務 / 17：00〜翌 1：00（0：00 まででも OK!）
待遇 / 交通費規定支給、
各社保完備、
食事補助有

勤務地 / 三田市民病院内（三田市けやき台 3-1-1）
7F 薬膳レストラン
「ヘルシーキッチン＆カフェ〜然〜」

セントニコラス

勤務 /①8：45〜14：30 ②8：00〜16：30 ◎土日祝 9：30〜14：30
待遇 / 交通費全額支給、制服貸与
神戸市北区有野町唐櫃4051
応募 / まずはお気軽にお電話ください。
面接は現地にて実施します。
三田市・西宮市山口町

078-982-6338

★土日祝勤務できる方歓迎 ★時間・曜日相談OK

株式会社 フードテックジャパン
078-783-6135 ( 担当 / 足立・木上 )

■病院内レストラン
・コンビニ経営

神戸市垂水区小束山本町 2-2-1（本社）受付時間：平日9〜17時
三田市

常勤・登録

高齢者、障害者の皆様が安心して日々を過ごす為のお手伝いです!!
勤務 /8：00〜19：00 のシフト制 1 日 5 時間迄
休日 / 週休 5 日制

☆1 日 2〜3 時間、
週 2 日〜選択可能

ローソン

至 篠山

相野

スーパー

つつじが丘入口

つつじが丘南
２丁目バス停

至 つつじが丘北

至
三田西
I.C.

至 三田

「つつじが丘南2丁目」バス停より徒歩5分

SUNAMI 株式会社 すなみヘルパーステーション
受付時間/9時〜18時(月〜金)
INFORMATION

求人広告掲載募集!! 企業と人とをつなぐ地域密着型誌面!!
新聞折込・ポスティング・フリーペーパー設置拡大中!!
お気軽にお問い合せ下さい。

0120-450-688 ウインズ編集室
三田市

078-982-3003

もできます!
定休日：第2水曜日

三田市・篠山市

INFORMATION

最寄駅 / 神鉄「フラワータウン」駅・JR「篠山口」駅
どこよりも

現金 高い買取価格 金・プラチナ・貴金属・時計 展示
買取 ブランドバッグ・アクセサリー etc 販売
どんな状態のものでも
喜んで買い取ります!!

質の
ご用命も
お気軽に!

展示販売も開催中!
品揃え豊富なお店です♪
◎買取地域NO.1 ◎査定・見積無料!!

金・プラチナ・ブランド品 買取専門店

バ ッ グ

リサイクルショップ

バザールタウン 篠山・NEWS館

フローラ88店

079-594-2589

079-564-6299

三田市弥生が丘1-1-1
フローラ88店2F

篠山市杉265-1
ニュース館

兵庫県公安委員会許可 第631410100001号 営業時間 10：00〜20：00（2店舗共通）

三木市吉川町

AR

正職員・パート

求人

マイカー通勤可

中国自動車道吉川I.Cより約3分

① 介 護 職 員【正職員】
※一律専門職手当
（介護福祉士）
13,000 円 / 月 、
夜勤手当 6,000 円 / 回含む
処遇改善手当 27,000 円 / 月、
勤務 /24ｈ内で交代勤務（週 37.5ｈ）※早出・遅出・夜勤有

（当社規定諸手当含む）

国土交通大臣賞受賞の
乗務員在籍！

② 夜勤専門介護職員【パート】☆若干名 ◎週1 回〜OK
給与 /1 勤務 18,000 円〜 21,000 円 ※経験年数

・資格による

勤務 /17：00〜翌 10：00（仮眠、休憩有）

③ 早出専門介護職員【パート】☆若干名
時給 /1,100 円〜 + 処遇改善手当支給 ◎シニア層も活躍中!
◎シニア層も活躍中!
◎時間応相談
◎時間応相談
勤務 / 6：00〜9：00

勤務地/西宮支店
（西宮市山口町阪神流通センター内）
勤務 / 8：45〜17：30（休憩 1h）※早出 / 残業有
休日 /日曜、会社カレンダーに依る
待遇 / 賞与年 2 回、各種社保完備、交通費規定支給

③タクシー乗務員

www.winds-h.com

三田

女性ドライバー
応援企業!!

給与 /当社規定による

（国交省認定）

※詳細は面談にて

〒669-1347 三田市つつじが丘南2丁目3番地11・2F
三田市

低年式車、ディーゼル車トラック等も大歓迎。

各種新車・中古車販売、整備・板金・塗装

神戸市北区有野中町2丁目13番5号

給与 /1 8 万円〜3 0 万円以上

◎資格不要！未経験でも
充実サポートで安心です♪

JR福知山線

メルカート

舞鶴若狭
自動車道
藍中学校

当社

手続費用も無料

月給 /220,000 円〜 ☆賞与年 2 回（昨年実績 4.2 ヶ月）

①ドライバー

※年令・経験による

兵庫県指定事業所 2871200610/2811200134

079-568-2777

離職者の少なさが自慢 ! しっかり成長できる職場です
スキルアップしたいあなたを力強くサポートします♪

②倉庫作業員

待遇 / 交通費規定支給、処遇改善加算金
（一人当たり平均時給（H29 年 10 月実績）約 1,800 円）

Quality Life for you

社員

給与 /1 8 万円〜（当社規定諸手当含む）

リス
公園

廃車無料

+ 処遇改善手当支給

登 録 ヘルパー

資格 / 初任者研修
旧ヘルパー 2 級以上
軽車両運転可能な方
応募 / まずはお気軽に
お電話ください。

《応募》まずはお電話の上、
履歴書（写貼）持参下さい。

◎免許とりたて・
ブランクのある方も歓迎!

常 勤 パ ー ト ヘ ル パ ー 時給/ 900 円

1,700 円
1,200 円

男女活躍中

★ 週 2 〜 3日OK ! レギュラー 勤務 も OK!
★ WワークOK！お勤め帰りの方も歓迎！
★ 土日出勤可能な方歓迎!!
時間・曜日
HOTEL Saint Nicholas
相談応じます!!

8 70 円

※研修期間約 2 ヶ月

引越・就職・転勤 などで不要になったお車がございましたら
すぐにご連絡ください。引取りにお伺いします!! 引取り、
その他、

北神三田

神鉄「神鉄六甲」駅より徒歩 10分

三田市

INFORMATION

神戸市北区

中国自動車道「西宮北 I .C」より5分

荷物はカバン 1 つで大丈夫！
生活からしっかり応援します。
応募/まずはお気軽にお電話ください。

（株）グループ

ウインズ編集室

〒669-1544 三田市武庫が丘3-4-6
Tel.079-559-0505 Fax.079-559-0567
i n f o@ w i n ds -h. com

カーコンビニ倶楽部

0120-663-696

三田市上相野373（JR宝塚線相野駅近く）

編集発行/

株式会社オフィスケイズ 求人広告事業部

定年退職・年金受給者・シニア活躍中 今なら、寮費 1ヶ月無料 !! ※詳細は面談時
入寮者の方に 祝金 30,000 円支給

［滝野支店］加東市下滝野 2-7［三木営業所］三木市岩宮 203-1

しい茸ランド かさや
079-568-1301 (担当/採用係)

時給/身体介護
時給/生活援助

アプリダウンロード方法

軽作業スタッフ（ゴルフ場） ゴールデンウィーク中も

有限会社 六岡建設

週 3日〜OK!GW 勤務歓迎 !!
土・日・祝 勤務できる方大歓迎 !!

①ホールスタッフ
②キッチンスタッフ

動画を見る方法

右記のQRコードから
左記ARマークの付いた求人広告 『COCOAR2』の アプリ
に専用アプリを入れたスマホで をダウンロード/無 料
スキャンすると動画が飛び出します -iOS,Android 対応-

神戸市北区・三田市・吉川町・その他（勤務地はご相談ください） アルバイト

日給/8,000 円〜

検索

www.winds-h.com 求人ウインズ

☆日払い制 当社規定による 週1日からOK

①バーベキュー接客スタッフ
土・日・祝
②農園作業スタッフ（農業経験者） 時給 / 9 0 0 円〜
勤務 / 8：30〜17：00（応相談）
待遇 /交通費規定支給、食事付
応募 /まずはお気軽にお電話の上、
履歴書
（写貼）
ご持参ください

AR

誌面設置場所
フローラ88
（イオン三田店内）ヒマラヤゴルフ三田店
ミニストップ三田けやき台店 三田市商工会館
ファミリーマート三田三輪店・三田テクノパーク店
神鉄各駅「あどラック」コーナー
三田・フラワータウン・田尾寺・岡場・道場南口

We bサイト 3週間無料掲載!!
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www.winds-h.com

しいたけ園内スタッフ

ＡＲ求人誌

三田タクシー株式会社
株式会社

079-563-4885

〒669-1527 三田市中町17-3

AR

子育て中の方も
大丈夫♪
ママさんドライバー
活・躍・中 !

応募/まずはお気軽に
お電話の上、履歴書
（写貼）
ご持参ください。
※詳細は面談にて

休日 ［
/ 正職員］シフト制 ［パート］応相談※勤務開始日・日数・時間応相談
昇給年 1 回（4 月度に実施）、各種社会保険完備、交通費規定支給、
待遇 ［
/ 共通］
福祉医療機構退職共済完備、扶養手当、住宅手当等有
■高齢者総合福祉施設（ユニット・地域密着型含む 21 事業運営）

社会福祉法人
吉川福祉会

応募/電話連絡又は履歴書（写貼）

を職種明記の上、下記住所
さざんかの郷
までご郵送ください。
0794-72-1170 (担当/施設長 大垣)

〒673-1115 三木市吉川町大沢418 www.sazankanosato.com/
INFORMATION

新着求人!! あなたにピッタリのお仕事情報満載♪
春 からの お 仕 事 探しはウインズで ! !

短期

長期 正社員 パート

日払い

バイト

www.winds-h.com 求人ウインズ

検索

INFORMATION

求人

【 本 気で 強くなりた い なら俺 にまか せろ! ! 】
西日本チャンピオン元日本ランキング1位
「井谷 勇 治 」が教える本物のキックボクシング
ナックルキックボクシングジムは安全第一が絶対。本格的な練習で、
本気で強くなりたい! チャンピオンになりたい! そんな方にしっかりとした
技術、練習を指導します！高みを目指して一緒に頑張りましょう!!! 代表 井谷勇治

090-3947-6315

Webサイト http://knuckle-kickboxing.com

三田市東本庄1255 （井谷） ■OPEN/火曜〜土曜20：00〜22：00 日曜13：00〜15：00 ■CLOSE/月曜・祝日

こちらの
QRから

やってます

