
042-780-8422

給与／28万円～40万円
　　　（管理手当・オンコール等、各種手当含む）
　　　※年数・経験により優遇致します
時間／8：30～17：30
休日／土曜、日曜、祝日、
　　　夏季・年末年始

相模原市緑区
青山2033-2

[応募]電話連絡の上、履歴書持参でお越し下さい。

㈱グランシェル
当社 長竹

カントリー

至愛川町

オギノパン

あいかわ公園

串川橋

休日、待遇、働きやすさもしっかりしています。
未経験・ブランクのある方も大歓迎。お問い合わせもお待ちしています。

正看護師
【勤務地】緑区根小屋2502-6
訪問看護ステーション
グランシェル

各ご家庭に訪問をして看護業務を行って頂きます。

根小屋　社員

★外部研修有 ★車通勤可

短時間勤務、フレックス勤務も
出来ます!（ご相談下さい）

[准看護師]同時募集 ※詳細はお問合せ下さい

相模大野　パート

時給／930円＋手当有
時間／①7：00～9：30 ②18：00～20：30
休日／日曜、祝日、GW、年末年始
待遇／交通費支給、労災保険有

藤沢市辻堂元町3-10-6
日本労働者協同組合連合会センター事業団 湘南事業所

空いた時間を有効に活用しませんか?WワークもOK!!未経験OK!!

病院内の
日常清掃

【勤務地】さがみ生協病院（南区相模大野6-2-11）面接場所・日程等
相談に応じます。［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参下さい。

0466-34-8533

★どちらか片方の
　時間帯だけも可
★①②両方出来る方歓迎
★月～土の週3日以上
　出来る方

※試用期間有

【パート】

相模原市中央区淵野辺2-18-19
（JR横浜線「淵野辺駅」徒歩13分）

■小規模高齢者住宅（入居者10名）

（採用係）陽だまりの家 渕野辺 042-707-1761

給与（1勤務）／1～4回17,500円
　　　　　　　5回目以降18,000円
時間／18：00～翌9：00（実働12～13h）

資格／ヘルパー2級以上
待遇／交通費全額支給、車通勤可

●Wワーク・扶養内・週2日～OK

①日勤介護職員

②夜勤介護職員

時給／1,000円～
時間／9：00～18：00※時間応相談

日・祝は
臨時手当有♪

淵野辺　パート

働きやすさに
自信アリ!!

土・日・祝だけでもO
K

046-284-1326

[応募]電話連絡の上、履歴書持参でご来社下さい。4/24(月)より受付。

応募問合せ

http://www.narumiya20.co.jp

★相模原・上溝方面より送迎車有り　★車通勤ＯＫ

勤 務 地

下記参照　パート

パートさん募集あなたができる仕事を選んで下さい

時給／930円以上◎扶養内勤務・勤務時間帯、応相談
休日／第1・3土曜、日曜、祝日、夏季（5日間）、年末年始（6日間）
待遇／昇給有、社保完、有給休暇10日～20日、
　　　交通費支給、ユニフォーム貸与

【本社工場】相模原市中央区田名塩田1-15-1(テクノパイル田名工業団地内)
【厚木工場】愛甲郡愛川町中津桜台4018(内陸工業団地内)

本社工場・厚木工場
同時募集

一般食品・
健康食品

例）★週3日以上
9:00～15：00、13:00～17：00等

至山際

至上溝

藤塚
公園前内陸東1内陸中1

内陸中2

桜台
団地入口

第1号
公園前

諏訪東

内陸
西4

●
三菱
自動車

●
エイボン

●
体育館

●GS

ローソン
●

当社

内陸中津工業団地内陸中津工業団地

◎水色の建物です
相模川

勤務日
数・

入社日
応相談

時間／9：00～17：00（基本）

時間／9：00～17：00

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参下さい。担当／採用係

◉1日2～3件ルート配送

■一般貨物自動車運送事業
相模原市中央区田名塩田4-17-6
（JR相模線「番田駅」より車10分）

㈲久岡運輸 042-711-9095

休日／シフト制、他会社カレンダーによる※曜日希望など相談に応じます
待遇／交通費支給（規定内）、社保完、制服貸与、車通勤可

4tゲート 月給／28.6万円～
時間／4：00～14：00 ※他時間帯も有

月給／31.2万円～
時間／19：00～21：00 ※他時間帯も有

月給／40万円～
時間／運行による

定期便
◉カゴ台車のセンター間輸送

中長距離便
※要フォークリフト免許

田名塩田　社員

増車に
つき

大型

下記参照　社員

東京都多摩市中沢2-24-8 ストーク・ド・サンヒル3F

㈱アウラ

大手ハウスメーカー様と取引があり仕事量安定!!
あなたの経験を活かせます!!未経験でもしっかり育てます!!

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。
　　 （GW中はお休みとなります）

◎要普免
◎日払い応相談

外構スタッフ募集

■東京都知事許可（般-28）第145708号

042-400-6455

日給／未経験者…10,000円～12,000円
　　　経験者……13,000円～17,000円
時間／8：00～17：00（現場による）
休日／日曜、夏季、年末年始、GW
待遇／昇給、社保、交通費規定内支給、作業着貸与、試用期間有

※経験により優遇

http://aura-aura.jp/

多摩市立
大松台小学校

多摩市立鶴牧中学校

鶴牧西公園

↑
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当社
コメダ珈琲店

セブン
イレブン

唐木田駅
入口

南橋本　パート

時給／980円※施設外手当含
時間／9：00～17：00（実働7h）
休日／土曜、日曜、祝日、夏・年末年始休暇
待遇／社保完、交通費規定内支給、有給休暇、
　　　作業服貸与、車通勤応相談

相模原市中央区横山2-7-7

社会福祉法人 すずらんの会
ワークショップ・SUN横山

作業を通じて障がい者の就労を支援する
やりがいのあるお仕事です!

作業内容
①検査・梱包・目視検査等
②製品の入出庫管理処理（パソコン入力）

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参下さい。※面接はワークショップ・SUN横山にて行います。

応募受付時間
平日9：30～16：00

■障がい福祉サービス事業所（就労継続支援B型）

042-707-1831
http://www.suzuran.or.jp/

スタッフ
募集

幅広い
年令の女性
活躍中!!

相模原市中央区南橋本3-8-8
（スリーエムジャパン㈱構内）国道129号沿い
「南橋本駅」より徒歩8分、「橋本駅」より徒歩15分

勤務地

週3～5日
（曜日応相談）

相模原市中央区淵野辺4-3-16

［応募］4/24（月）より受付。電話連絡の上、履歴書持参下さい。（担当／採用係）

【同時募集】清掃スタッフ

■総合ビル清掃業　建築物清掃業（神奈川県9清29号） 貯水槽清掃業（神奈川県8貯42号）

㈱美備 042-768-1649

営業スタッフ募集

月給／180,000円～＋手当
時間／9：00～17：00
休日／土曜、日曜、祝日、GW、夏季、年末年始
待遇／社保完、交通費規定内支給、他手当有

下記参照　社員

要普免

はく

白鷹運輸㈱
よう

相模原公園
入口

至相模原 北里大学
病　院

至
町
田

至相武台

至
当
麻

村
富
線

麻溝台

麻溝台8丁目

小僧寿司

出光

小松会
　病院

スリーエフ

営業所
エネオス

[応募]電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参下さい。
　　　4/24（月）より営業所にて受付・面接。

【営業所】相模原市南区
　　　　麻溝台3655 042-767-5501

麻溝台　パート・アルバイト

時給／1,200円
時間／6:00～12:00

〈登録制〉荷おろしスタッフ

丁寧に
教えるので
安心ですよ!

労働厚生大臣認可人材派遣般14-09-0014
社団法人日本人材派遣協会会員
有料職業紹介事業許可番号14-ユ-300453フジ技研株式会社 0120-57-9099 042-756-9099

JR相模原駅
徒歩2分

[応募]お気軽にお電話下さい。

〒252-0231 相模原市中央区相模原4-2-17江成ビル3F

下記参照　派遣

時給／1,200円★皆勤手当5,000円
時間／9：00～17：30
休日／土、日、祝、他会社カレンダー
待遇／社会保険完備、有給休暇有、交通費支給（当社規定）、
　　　ロッカー貸出、制服貸与、共同休憩スペース有、
　　　お弁当注文可、夏季・冬季の一時金有

【勤務地】多摩境駅から徒歩12分

小さいガラス製品の簡単な加工 手のひらサイズのガラス製品をキレイに磨いたり、
洗ったりして頂きます!!座り作業が多い職場です。

残業ほぼ無し!!

GW明けからの勤務でも大丈夫!!

即日勤務ももちろんOK♪7名以上の

大募集

GW中も面接会
開催してます!!

土・日・祝休み♪
幅広い年令の女性が活躍中!!

[応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参でご来社下さい。
◎高卒以上（64才迄※65才定年の為） ◎交通費規定内支給 ◎マイカー通勤可

■水産物・外食・中食産業への販売

046-281-7500㈱ヤオキ

■仕分け作業 ■入庫作業

愛甲郡愛川町中津4049-6（内陸工業団地1号体育館向かい）

下記参照　社員・パート・アルバイト

http://www.8oki.co.jp/

時給／1,000円～
　 1,200円
時間／①  9：00～14：00
　　　②19：00～23：00

時給／1,300円～
時間／①9：00～12：00
　　　②9：00～14：00

■ルート営業
月給／250,000円以上　年令／35才位迄（省令3号のイ）
休日／完全週休2日　待遇／賞与年2回、社保完

できたばかりの建物なので
キレイで働きやすいです。

★月～土 勤務日応相談

冷凍庫内での商品整理

【パート・アルバイト】

【正社員】

未経験の方も
大歓迎!

★Wワーク可　★日曜できる方歓迎

★週2日～★週2日～

応相談 応相談 月給／24.5万円～28万円以上
資格／要中型免許
時間／①17：00～翌4：00
　　　②  3：00～15：00
　　　③  1：00～13：00
　　　※他の時間帯も有、2t車配送も有
休日／週休制(ローテーションによる)
待遇／賞与年1～2回、社保完、退職金制度有、制服貸与、車通勤可

【食品配送】

若い力育てます!
年配の方
多数活躍中!

[応募]本日より担当者携帯にて電話受付致します。※仕事の状況により、こちらから
　　　折り返しさせて頂くことがありますので、ご了承下さい。

町田市下小山田町3352-5(桜台佐藤ビル105)

090-2747-5267

㈲ロジテック エヌ イー
町田営業所

(担当／カブオ)

■食の安心輸送システム

042-798-2838

小山田桜台

小山田桜台1
駐在所
入口

町田街道 至淵野辺駅↓

桜美林学園

当社

町田市下小山田町　社員

募集!!業務拡大中につき

※試用期間有

4tドライバー

年令不問!

男女不問!

相模原市中央区
淵野辺4-38-7 2F

㈱トランスポートTOP’S
［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。担当／採用係※詳細はお問合せ下さい

■運送業

042-851-4240

●制服貸与 ●車・バイク通勤可
〈食品・雑貨の配送〉

②1日5時間コース 時給／1,000円～

下記参照　委託

①1日コース 軽車両持込出来る方優遇!!

月収例／14,500円×26日＝377,000円

軽貨物ドライバー
時間もコースも色々あります!! ライフタイルに合わせて働き方選べます♪

それ以上も
可能

詳細は面談にて!!

046-204-2301【本社】厚木市上依知1260-1

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

㈱エスアール

田名　パート・アルバイト

産業廃棄物の仕分けです
定年退職された方も大歓迎!

日給／10,000円～※見習い期間9,000円～
時間／8：00～17：00
休日／日曜、夏季、年末年始、長期休暇有
待遇／社会保険完備、交通費支給、車通勤可

★週3日～OK!

【勤務地】相模原リサイクルセンター（相模原市中央区田名8670-1）

http://kk-sr.co.jp/

作 業 員

042-768-8880

ケ　ア　ハ　ウ　ス
デイサービスセンター

社会福祉法人虎千会

相模原市中央区宮下本町1-9-6

実 の 里
みのり

［応募］電話連絡の上、履歴書（写貼）持参でお越し下さい。担当／原

新しい職場、新しい仲間と一緒に働きませんか！
職員一同心よりお待ちしております♪

デイサービス職員

時給／1,000円～
時間／9：00～17：00 ★シフト制
待遇／昇給有、制服貸与、車通勤可、
　　　交通費支給、社員登用有

宮下本町　パート

パート

★週2～5日でOK!（応相談）
★初任者研修修了者
　（ヘルパー2級）の方尚可

扶養範囲内・外
どちらもOK



■アルバイト〈本社〉
時給／当社規定による

詳細は
面談にて

給与／18万円～31万円（残業代含）

〈本社〉■溶接工（CO2）

〈第3工場〉
■ベンダー
■アルゴン

時給／930円

■パソコン業務
〈第2工場〉PC好きな方

（多少出来る方）

★CAD初心者も大歓迎です。
　丁寧に教えます。

20代女性
活躍中!!

時間／8：00～17：00(残業有)
待遇／昇給年1回、賞与年2回、社保完、交通費支給
休日／第2・4土曜、日曜、祝日、GW、夏季、年末年始、有給休暇

当社で

「手に職を」!!

20代～60代の方
多数活躍中!

●冷暖房完備

【本社・面接地】相模原市中央区田名塩田 4-17-19

【第2工場】相模原市中央区田名

042-764-3408

042-711-9412
【第3工場】相模原市中央区田名

042-778-5748

下記参照　社員・パート

荷下ろしも

問題ナシ!!

042-777-5081
相模原市南区麻溝台4-2㈲サンワールド

■ 一般貨物自動車運送事業　関自振第1091号
[応募]電話連絡の上、免許証・履歴書(写真貼付)持参でご来社下さい。本日より受付。【担当/古泉】

 麻溝台　社員

※詳細は面談の上

スーパー三和物流センター（麻溝台）より町田・相模原を中心とする店舗配送（センター便）

4t・大型
ドライバー募集

時間／4：30～14：30(実働8時間位)
休日／週1回、その他当社カレンダーに依る、有給休暇制度有
待遇／社会保険、厚生年金、雇用・労災保険+積増労災保険完備 安心充実

例）平均345,000円月収／300,000円＋諸手当有
月収／250,000円＋諸手当有 例）平均295,000円4t

大型
●会社見学OK!! ●入社日応相談

才位迄の方

活躍してます!

しっかり仕事を

やる人はしっかり稼げる

お仕事です!!

全車カゴ車・

パワーゲート付安心・安定の

お仕事で活躍して

みませんか?

車無い方は
社用車貸与

[応募]電話連絡の上、簡単な履歴書(写真貼付)・免許証のコピーを持参下さい。（返却は致しません）
■配送業

相模原市中央区相生3-8-3 恵陽ビル1F（本社）

（担当／小林）㈱チーム・コバヤシ 090-7408-1256

郵便小包の配達

①相模原郵便局内　②座間郵便局内
(配達は相模原市中央区・南区)

※詳細はお問合せ下さい。

給与／完全出来高制

資格／要普免
時間／7：00～21：00の間（実働8h）
休日／週休制（希望相談出来ます）

仕事に慣れるまで個数保障します。（当社規定による）

【1個あたり140円／車持込の方】
【1個あたり110円／社用車使用の方】

（月収／16万円以上可）

配達スタッフ

下記参照　委託

50代・60代の方
活躍中!

女性多数
活躍中!!

未経験の方でもすぐに
慣れて活躍出来ます。軽自動車でのお仕事!!

正社員大募集

［応募］下記迄、電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参でご来社下さい。

【受付】城山営業所
相模原市緑区川尻4030-9

090-2162-1309

一般貨物自動車運送事業 関自貨 第2017号

担当者移動中が多い為、不在の際は
折り返しご連絡させて頂きます。

下記参照　社員

給与／240,000円～（固定給）
時間／8：00～17：00(多少前後有)

休日／日曜、祝日、夏季、年末年始、GW

待遇／昇給有、社保完、退職金制度有、

　　　作業服貸与、その他手当有、

　　　マイカー通勤OK

車庫
緑区大島

2t平ボディ
ドライバー

建築
資材配送

増車に付

042-764-2536相模原市緑区
下九沢1733

[応募]4/24(月)9：00～受付。電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参でご来社下さい。

㈲興栄社

下九沢　パート

倉庫内スタッフ募集

時給／①930円 ②950円
時間／①13：00～17：00（4h）
　　　② 9：00～17：00（7h）
　　　※忙しい時多少残業有
休日／土曜、日曜、祝日、夏季、冬季
　　　（忙しい時は土曜・祝日出勤も有）
待遇／扶養相談、行事等の休みに
　　　ついても相談に応じます

20代～50代活躍してます!
未経験者・長期希望者歓迎!!

〈内容〉組立梱包、ピッキング作業、
衣類仕分・梱包…多種多様です

月給／18万円～
時間／8：30～18：00
資格／要普免（AT可）
休日／第2土曜、日曜、祝日、
　　　夏季・年末年始、
　　　他当社カレンダーによる
待遇／昇給、賞与年2回（業績による）、
　　　社保完、交通費支給、有給休暇

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

■自動車整備工場
※試用期間3ヶ月

相模原市南区若松3-48-8

株式会社鵜野森自販
042-742-9345

一般事務
社員

地元企業で正社員
として働きませんか!!
パート希望の方も
ご相談下さい♪

PC入力
出来れば尚可

若松　社員・パート
引取、納車、

電話応対などの事務作業

〈相模原営業所〉 相模原市中央区田名1950-2
㈱アーバン・デリバリーサービス

042-763-4327
0120-67-4327

[応募]4/24（月）9：00より受付。電話連絡の上、履歴書(写真貼付)ご持参下さい。担当／採用係

■一般区域貨物自動車運送事業
上田名

堀之内

田名北小入口
田名整形外科

セブンイレブン

ヨークマートセイムス

田名バスターミナル

至
上
溝

当社 至大島

時給／930円～※22時以降1,163円～
時間／14：00～翌3:00の間で1日4h～勤務できる方
待遇／交通費規定内支給、車・バイク通勤可

★土・日・祝 勤務出来る方大歓迎!

★高校生・学生さんOK!

◎試用期間有
コンビニ等に出荷されるおにぎりやパン・
弁当・チルド商品等の簡単な仕分け

田名　パート・アルバイト

若干名

簡単な軽作業
スタッフ募集

その他お気軽にご相談下さい

週2日～

OK

見学してみませんか？ 働くお母さんの味方です。

給与・時給／当院規定に依る　勤務時間／9：00～17：00
待遇／昇給年1回、各種社会保険完備、賞与年2回、退職金その他制度あり

＊パート可　＊夜勤専従可
＊高齢の男性も活躍中です無資格の方大歓迎

■看護補助さん〈若干名〉

■理学療法士さん〈若干名〉

■正・准看護師さん〈若干名〉 ＊パート可　＊夜勤専従可

＊パート可

相愛病院医療法人 相愛会 相模原市南区
当麻1632 042-778-2111㈹相模線「原当麻駅」下車徒歩10分

周辺／神奈中バス停=「原当麻」「原当麻駅」「原当麻駅入口」））
通勤バスルート 相模原市内循環（星が丘・淵野辺・相模大野）厚木方面（山際・金田）川尻方面（田名・大島・川尻）

当麻　職員・パート

■栄養士さん〈若干名〉

■運転・雑務員さん〈若干名〉

＊要資格

＊要普免
＊高齢の男性も活躍中

＊無資格可■調理員さん〈若干名〉
17：00～19：00の2時間位(近隣の方歓迎)■パート 調理補助さん〈若干名〉

小さなお子さんのいらっしゃる方、ご相談下さい。

[応募]まずはお気軽にお問合せ下さい♪
　　　4/24(月)より9：00～17：00受付致します。(担当／採用係)

ヤマキウ運輸株式会社
相模原営業所

※試用期間有

横山台　社員・契約社員

042-769-3367
相模原市中央区横山台1-13-1

手積み無し!台車で積んで台車で納品がメインです
初心者でも始めやすい短時間1回戦のコースもあります!!

◆短時間
　コース

◆一般コース
資格／中型免許　休日／シフト制（希望相談応じます）
待遇／昇給・賞与有、社保完、制服貸与、無事故報奨金有、交通費規定内支給、免許取得支援制度有

時間／21：00～翌2：00 → 納品1件 日給／5,500円

（1回転）

時間／3：00～9：00 → 日給／5,600円以上
（2回転）

時間／3：00～14：00 → 日給／11,000円以上

時間／16：00～翌4：00 →  日給／14,000円以上

時間／23：00～翌4：00 → 納品1件 日給／6,500円

Wワーク
もOK

週1日～

月2日～
など

水・木・金・土
出来る方積極採用

相模原市中央区共和2-15-5

訪問介護事業所わだつみ在宅介護
042-730-1567

［応募］まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

日給／11,000円
資格／初任者研修修了者

　　　（旧ヘルパー2級）以上、

　　　普通免許

時間／21：30～翌6：30

日給／12,000円
資格／介護福祉士
　　　（要身体介護実務経験）
時間／21：30～翌6：30

月給／245,000円～
資格／介護福祉士（要身体介護実務経験）、普通免許
時間／9：00～18：00　休日／土、日、祝、夏季、年末年始
待遇／賞与年2回、社保完、車・バイク通勤可、車両手当、
　　　オペレーター及び夜間ヘルパー代行手当有

夜間オペレーター

夜間対応型訪問介護管理者兼面接相談員

夜間ヘルパー

共和　常勤・非常勤

※試用期間有

（月・火）

下記参照　委託

アフターサービス業務
（サービスパートナー）

相模原市中央区相模原5-5-3・4F

保険にご加入されているお客様への
アフターフォローをするお仕事です。

報　酬／出来高制

　　　　月額70,000円～100,000円程度
　　　　（基本報酬＋加算報酬、詳細は当社規程による）
出社日／火曜・金曜（合わせて5h程度） ※高卒以上

三井生命保険㈱相模原営業部

042-756-1934
http://www.mitsui-seimei.co.jp/

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参下さい。
　　　平日9：00～17：00受付。（担当／伴・矢崎）

（H29 相模原（営）SP 第1号）

新規契約のノルマなどあ
りません

042-763-0130
〒252-0135 緑区大島723

輸出入、世界標準品の開発・製造・販売

給与／当社規定による
時間／［正］8：00～17：00［パ・ア］8：30～17：00、9：00～16：00 ※時間応相談
休日／土曜、日曜（年間113日）　待遇／社会保険完備、ゴルフクラブ有

大島　社員・パート・アルバイト

◆事務・雑用

やる気のある方歓迎

パート

正社員

正社員・パート

◆営業
◆経理・一般事務、出荷
◆パソコン入力 ◆梱包
◆体を動かす作業有

時間／9：00～16：00
扶養範囲内OK

若手が活躍中の
職場です


