
〒252-0132
相模原市緑区橋本台3-7-11（北の丘センター前）

一般財団法人 生物科学安全研究所
［応募］事前に連絡の上、履歴書を送付下さい。書類選考後、連絡致します。

042-762-2775

【期間】H29年6月～H30年1月前後

微生物検査業務における検査補助

時給／950円～1,050円
時間／9：00～17：00
休日／土曜、日曜、祝日　待遇／交通費支給

パート
募集

橋本台　パート

相模原市中央区田名5770 042-761-6940
株式会社 北栄興業

■産業用自動装置 治工具設計製作

[応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参下さい。問い合わせだけでもOKです。

※試用期間有

②製造
（NCフライス等）

月給／200,000円～350,000円以上＋各種手当
時間／8：00～17：00
休日／第1・2土曜、日曜、祝日、GW、夏季、年末年始
待遇／昇給年1回、賞与有（業績による）、社保完、交通費支給、
　　　有給休暇有、マイカーOK、作業服貸与、残業手当有、他各種手当有

（制作打合せ等も有）
①生産管理

田名　社員

046-284-1326

[応募]電話連絡の上、履歴書持参でご来社下さい。5/22(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／955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

相模原市中央区陽光台7-9-18（村富線沿い）
（担当／採用係）

■一般貨物自動車運送事業・引越業務

㈲昇領

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

042-777-6372

陽光台　社員

4t

月収／275,000円～（25日稼働）
待遇／雇用・労災保険・社保有

カゴ台車による店舗配送、カゴ台車による宅配貨物輸送、
フォークリフト作業による自動車部品輸送、etc…　
面接時相談可

（カゴ積・降）基本2回戦 →チャーター・スポット・休み対応

時間／5：00～
休日／日曜日 休日／基本日曜日

地場定期便 フリー便

週払い相談可（期間限定）

4tは
その他
運行有

【勤務地】中央区小山（相模原駅か橋本駅車5分）

■光学ガラスの測定・検査

■光学ガラスの成形作業

測定機を用いて
光学ガラス製品の内容測定
クリーンルーム内での目視検査業務。
新しい物を作り出す職場です!

光学ガラス製品を成形している職場での勤務。
機械管理や表面加工などお願いします!

時給／1,400円
時間／8：10～16：55（日勤固定）
休日／土、日、祝、他会社カレンダー

時給／1,500円※深夜時給1,875円
時間／①  7：00～14：50
　　　②14：40～22：30
　　　③22：20～翌7：10

1週間交替
5勤2休

[応募]お気軽にお電話下さい。

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

〒252-0231 相模原市中央区相模原4-2-17江成ビル3F

5月入社限定 入社祝金10万円支給!!
小山　派遣

待遇／社会保険完備、有給休暇（入社6ヶ月で10日間）、交通費支給（当社規定）、
　　　制服・ロッカー貸与、夏季・冬季の一時金有、お弁当注文可、
　　　資格取得支援制度有（フォーク・クレーン等）、
　　　車・バイク・自転車通勤可（無料駐車場有）

未経験
スタート
OK!!

高時給!
厚待遇!

【勤務地】中央区田名（上溝駅から車10分）
　　　　※車通勤可（無料駐車場完備）

[応募]お気軽にお電話下さい。

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

〒252-0231 相模原市中央区相模原4-2-17江成ビル3F

扶養内で働きたい方必見!残業無し!未経験歓迎♪
イスに座って小さな工業用ドリルピンを機械にセットして
ボタンを押し、キレイに研かれたか検査するお仕事です。

1日4時間の座って出来る
簡単な検査です。

田名　派遣

時給／1,000円　時間／9：00～15：00の間で1日4h※時間応相談
休日／土、日、祝、夏季、年末年始連休有、他会社カレンダーによる
待遇／有給休暇（入社6ヶ月で10日）、制服貸与、交通費支給（規定有）、
　　　夏季・冬季一時金有、誕生日プレゼント有、車・バイク・自転車通勤可

冷暖房完備の
キレイな部屋!

 町田市相原町4391-7
(町田街道沿い、法政大学入口信号そば)ヴィラ町田

介護老人福祉施設
［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でお越し下さい。社会福祉法人平成記念会

042-783-0900http://machida.tokuyou.jp/

時給／950円 ※  5:30～8：00 1,150円
　　　　　　　　※18:00～20：301,050円

時給／1,000円～
調理補助及び食器洗浄

お選び下さい。
★週2日～相談OK!!

●調理補助

●送迎ドライバー

月給／18万円～
※詳細はお問い合わせ下さい

時間／5：30～10：30
　　　9：00～15：00
　　 15：00～20：30

学校行事なども
柔軟に対応します

待遇／【正】昇給年1回見直し有、賞与年2回、社保完、退職金制度有
　　【共通】交通費全額支給、有給休暇有、車通勤OK

●調理師

町田市相原町　社員・パート

時給／940円
時間／9：00～17：30の間で応相談

※要普免
★週3日～

●キーパンチャー

時給／940円
時間／9：00～17：30の間で応相談

※PC入力出来る方
★週3日～

正職員 パート

パート

パート

パート

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

下記参照

日給／9,000円～21,000円※経験・能力による
資格／要普免（AT限定可）※免許取得2年以上の方
時間／8：00～20：00（実働8h）
休日／週休制応相談、GW、夏季、年末年始
待遇／制服・携帯貸与、
　　　車輌貸出有、車通勤可

相模原市中央区上溝3949-10

※完全出来高制

■貨物自動車運送業 株式会社JNC 042-719-0042
［応募］お電話後、履歴書（写真貼付）持参下さい。面接は各勤務地で行います。5/22（月）より受付スタート（9：00～19：00）

業務委託も同時募集

相模原市南区若松A
B 愛甲郡愛川町角田小沢
C 八王子市兵衛

小荷物がメインの軽ワンボックスでの配送です!
充実した研修制度があるので未経験者もOK!

20名
募集

希望の勤務地をお選び下さい
※勤務地へ直行直帰 375,000

円保証入社3ヶ月
間は【月収

】

2017年4
月度平均月

収

425,570円

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）、普通免許
時間／21：30～翌6：30

夜間オペレーター 夜間ヘルパー

共和　常勤・非常勤

非常勤

常勤

待遇／交通費支給、社保完備、車・バイク通勤可、車輌手当、介護福祉士手当支給

月給／215,000円～＋業務手当2万円
資格／要普免、介護福祉士、実務者経験修了者
　　　（旧介護職員基礎研修・旧ヘルパー1級）以上
時間／9：00～18：00（実働8h）　休日／土、日、祝、夏季、冬季、他

●賞与年2回

月給／255,000円～月給＋手当＋車輌（軽）手当…
〈サービス提供責任者〉 勤続2年 介護福祉士 Aさん収入例

サービス提供責任者

日・月・
火・水

042-761-7187㈹
相模原市中央区田名3672

［応募］電話連絡の上、履歴書持参でご来社下さい。

カネヒロ運輸㈱

日給／9,500円※残業手当別途支給 ★月給例23万円
時間／4：00～終了次第（仕事量により変動有）
休日／土曜、日曜、当社シフト制
待遇／昇給、賞与年2回有、交通費支給、制服貸与、社員登用制度有、車通勤可

田名

2tドライバー募集土・日休みの配送です!

男女共に
活躍出来る
職場です!

★普免 ★旧普免
★中型免許

OK
未経験の方も
大歓迎!!

下九沢

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

同時に配送や工事助手の
アルバイトも募集

【稼働エリア】相模原市・町田市・八王子市・日野市・多摩市

相模原市緑区
下九沢1604-1

受付10：00～20：00（担当／深田）

㈱ケー・ディー・エス

0120-987-434

業務拡大の為工事業者募集
ケーズデンキより配送工事業務を

受託している会社です

http://www.kdsjp.com/

□エアコン工事
□電気工事
□アンテナ工事
□便座工事
□IH工事
□食洗機工事 など

《ケーブルTV工事も同時募集》

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

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

頑張って

チャレンジ

しませんか?

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

働くあなたを

しっかりサポート

します!!

●入社日応相談 ●会社見学OK!!

荷下ろしも
問題ナシ!!

全車カゴ車・
パワーゲート付

〈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]5/22（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1,162円
時間／15：00～翌3:00の間で1日3h～勤務できる方
待遇／交通費規定内支給、車・バイク通勤可

◎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

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

田名　パート・アルバイト

未経験の方でも出来るお仕事です!

週2日～

OK



一般事務パートさん募集

042-700-3721神奈川三和空圧㈱

時給／930円
時間／9：00～15：00の間で応相談
休日／土曜、日曜、祝日　待遇／面接時応相談
[応募]電話連絡の上、履歴書持参下さい。

相模原市中央区清新6-2-1コベルココンプレッササービス指定工場

清新　パート

学校の行事、
ご家庭の都合など
柔軟に対応出来ます

パソコン出来る方
(ワード・エクセル)

お気軽にお電話下さい

【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

■アルバイト
時給／当社規定による
※詳細は面談にて

［応募］電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参でご来社ください。

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 ◎冷暖房完備

■溶接工（CO2）本社
第3
工場

■ベンダー
■アルゴン

本社

給与／18万円～31万円
　　　　（残業代含）

■パソコン業務
CAD初心者も
大歓迎です。
丁寧に教えます。 時給／930円

PC好きな方
（多少出来る方）

第2工場

20代女性
活躍中!!

[応募]まずはお気軽にお電話下さい。担当／採用係

■地域密着!おかげさまで創業39年 ホームページも
ご覧ください

相模原市中央区鹿沼台2-24-17 0120-301-168
藤和ハウジング株式会社

淵野辺　正社員

給与／25万円（手当含む）＋歩合
資格／高卒以上、要普通免許
営業時間／10：00～19：00
休日／水曜、他隔週2日、夏季・冬季
待遇／昇給・賞与有、社会保険完備、
　　　車通勤可（応相談）、交通費2万円迄支給、
　　　★勤務形態相談可

朝はのんびり出社!!残業もほとんどなし!!

淵野辺十字路からすぐ!

自社分譲物件の用地仕入、管理、販売
営業スタッフ 相模原

LOVE

宅建資格
手当3万円
支給

相模原市中央区矢部4-4-9

YC渕野辺北部
[応募]電話連絡の上、履歴書(写貼)持参下さい。5/22(月)9：00より受付致します。

042-756-3763

矢部　パート・アルバイト　パート・アルバイト

短時間だけ
働きたい方にピッタリ!!

給与／3万円～10万円位
資格／要原付免許

時間／1:00～1日3時間位

折込機を使って
新聞チラシを組む作業です

時給／当社規定による
時間／〈月～木〉10:00～14：00頃迄
　　　〈金・土〉10:00～17：00
　　　　　　　又は18：00頃迄　

折込

給与／3万円～5万円

月末～月初の10日間程度。
時間帯は自由!!ムリなく出来ます♪

集金

朝刊配達

未経験

OK

休日・時間等詳細はお気軽にお問い
合わせ下さい。

千代田　社員・パート

相模原市中央区千代田6-5-3（オーケーストア近く）㈲秋山電工
［応募］お気軽にお電話下さい。

電気工事スタッフ

■電気設備工事業

042-757-3443

※要普免 ※経験・能力考慮

〈同時募集〉
事務スタッフ

月給／20万円～40万円以上 日給／9,000円～18,000円以上
時間／8：00～18：00　 休日／日曜、GW、夏季・年末年始
待遇／昇給随時、賞与年2回、社保完、残業手当、退職金制度有、
　　　有休、制服貸与、交通費補助、車・バイク通勤OK

http://www.a-denko.co.jp/

★未経験者大歓迎!! 資格取得
支援制度有

相模原市中央区並木4-1-13

[応募]お気軽にお電話下さい。

スマイルデイサービスセンター・ビーチ
042-758-5818

デイサービススタッフ募集!!
時給／930円
時間／9：00～18：00
勤務／週3日程度

★交通費1日300円
★資格無い方でもOKです。
★他手当年間12万円（前年実績）

並木　パート

退職者の少ない
イゴコチのいい
事業所です!!

042-778-6066㈹

産業廃棄物処理業

相模原市中央区田名8489-1

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

アトムプラント㈱

090-8017-3477（担当／柏原）

月給／300,000円～
年令／45才未満（省令3号のイ）
資格／要中型免許
時間／8：00～17：00（現場により早出有）
休日／日曜、夏季、年末年始、長期休暇有
待遇／昇給・賞与有、社保完、交通費支給、
　　　有給休暇、車通勤可 ※試用期間有

田名　社員

ド ラ イ バ ー

地域福祉を支える
社会福祉法人東の会

※車通勤可

時給／1,005円～
（6：00～8：00…100円割増）
★調理師・栄養士資格手当＋29円
時間／6：00～13：00（休憩1h）

時給／1,005円～
★調理師・栄養士資格手当＋29円
時間／8：00～16：30で
　　　5h程度のシフト制
休日／日曜、祝日※土曜勤務月2回程度

【パート・アルバイト】調理補助 ★勤務地選択出来ます

早朝割増あり!! 子供達の笑顔が嬉しい!!

相模原市中央区下九沢980(ヤオコーそば) 相模原市緑区西橋本2-20-12(橋本駅徒歩10分)
西橋本みたけ保育園特別養護老人ホームみたけ

［応募］電話連絡の上、履歴書持参下さい。5/22（月）より受付。★詳細は面談の上。

女性が多く働きやすいです!!

http://www.mitake-h.com/ http://www.mitake-hoiku-nishi.com/

下九沢・西橋本　パート・アルバイト

042-700-0277（法人本部採用担当／駒崎）

社会福祉法人東の会

◉6:00～11：00でもOK
◉週2～3日からOK ◉週3～4日程度

★未経験OK・経験不問

相模原市中央区横山台1-31-20

■住設機器・住宅用のアルミサッシ・ビル用サッシの販売店 ISO認証取得店

■主要取引メーカー／LIXIL・YKK・AP他

［応募］まずはお電話下さい。担当／北村（キタムラ）、細洞（ホソボラ）

＊試用期間有 ＊車通勤可

【同時募集】営業社員
※詳細はお問合せ下さい

㈱北神 042-756-6677

休日／土曜（※第1土曜のみ出勤）、日曜、祝日、夏季、年末年始
待遇／昇給・賞与、社保完、交通費支給、
　　　有給休暇、家族手当、その他手当有

正社員募集 残業ほとんどなく働きやすい♪
未経験の方でも活躍出来ます!!

◆一般事務スタッフ ◆内勤業務スタッフ ◆配送・工事スタッフ

電話応対等内勤のお仕事です 住宅用サッシ
組立て、
在庫管理等

サッシの配送、
工事等有

HP▶http://www.hokushin21.co.jp/

横山台　社員

月給／18万円～
時間／9：00～17：00

月給／20万円～ 月給／23万円～
時間／8：00～17：00

建造物総合解体業 ㈲東亜CR
042-763-3404R129バイパス沿

[応募]電話連絡の上、履歴書持参下さい。5/22(月)9：00より受付。

日給／経験者13,000円～
資格／要普免
休日／日曜、夏季、年末年始

家屋解体作業員

上溝　社員

運転手当 25,000円／月
皆勤手当 10,000円／月

業務拡張に付き
社員募集

幅広い年代の方活躍出来ます!!
未経験者の方・経験者の方
お待ちしてます!

急募

重機免許
ある方優遇

トラック運転
できる方優遇

042-778-2882〒252-0244 相模原市中央区田名8512-1

■社会福祉法人 愛泉会

担当
村松

リバーサイド田名ホーム

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。履歴書（写貼）持参でお越し下さい。

田名　非常勤

(　　　)

時給／1,150円～1,240円（資格による）
　　　件数手当1件につき310円
資格／初任者研修修了者（ヘルパー2級）以上、要普免
時間／8：30～17：00の間の3～4h ※週3～4日勤務

日給／8,000円
時間／8：15～17：15（休憩60分）

○ホームヘルパー

○デイサービス送迎運転手及び介護補助業務等

ご自宅での高齢者の日常生活の援助及び介護

週3日程度のお仕事!!無理なく働けます。

◎交通費支給　◎車通勤可（無料駐車場有）　◎制服貸与・賞与有

直行直帰

OK

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

待遇／社会保険完備、有給休暇（入社6ヶ月で10日間）、制服貸与、交通費支給（規定有）、夏季・冬季一時金、誕生日プレゼント有、
　　　車・バイク・自転車通勤可、入社前職場見学可

①輸送用木製パレットの簡単な組立
木材を工具で数カ所固定する簡単な組立作業です 小さなガラス製品の機械加工・検査の軽作業

皆勤賞与1ヶ月毎に
5,000円支給

【勤務地】町田市小山ケ丘（多摩境駅徒歩8分）【勤務地】緑区橋本台（JR橋本駅徒歩15分）

★会社負担での資格取得支援有（フォークリフト、玉掛け、クレーン等）

③小さなガラス製品の加工・検査
プラスチック製の板を機械にセットして
ボタンを押し、出来上がったら取り出す簡単作業

②プリント基盤の機械セット作業

時給／1,200円 （残業1,500円）
時間／8：15～17：15（休憩90分）

【勤務地】中央区田名
（上溝駅車10分）

時間／〈日勤〉  8：30～ 17：00
　　　〈夜勤〉20：30～翌5：00
休日／4勤2休

時給／1,200円 （残業1,500円）
時間／9：00～17：30（休憩60分）

休日／土、日、祝、他会社カレンダーによる（GW・夏季・年末年始 含め120日以上）

東証一部上場企業グループでの
安定したお仕事で正社員登用
制度があります!

本年度登用
実績7名

女性が多い
職場です

5月入社の方に限り 入社祝金5万円支給!

2交替制
（休憩90分）

時給／1,300円 （深夜時給1,625円）
月収例282,880円（定時＋残業40h＋深夜手当＋交通費）

工場内冷暖房
完備のキレイな
職場です

日勤のみ・
夜勤のみも
同時募集中!!

｝

未経験者歓迎!!

相模原市中央区淵野辺2-24-4株式会社永建
仮設工事

日給／12,000円～
　　　（経験・能力・年令により応相談）
　　　※月給制希望の方相談下さい。

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。月～金9:00～17:00受付。（担当／採用係）

営業＋現場管理

現場作業スタッフ

挨拶まわりからスタート!!
飛び込み営業・ノルマ等はありません。

仮設工事

042-851-3254

淵野辺　正社員

運搬から

施工迄

自社対応!!

業績好調!!安定して長く勤められます。当社は頑張るあなたを応援します。

時間／8：00～17：00（実働8h、多少変動有）　休日／日曜、祝日、夏季、冬季、GW、他会社カレンダーによる
待遇／昇給年1回、賞与年2回、社保完備、車通勤可、他手当有

http://eiken-co.com/

月給／25万円～＋手当（最低保障）
　　　※試用期間中も条件は変わりません。
年令／45才未満（省令3号のイ）
資格／普免（AT可）、高卒以上

充実待遇で安心 当社施工事例

042-764-4030相模原市中央区田名1296-15
（田名北小・信号近く）

[応募]電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。5/22（月）9：00より受付開始。
　　　人事担当まで

㈱サンコープ
スーパーバナジウム富士・小岩井乳業代理店

本社 宅配事業部

サンコープHP http://www.suncorp-milk.com
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下記参照　パート・アルバイト・準社員

月給／50,000円～※仕事量による
資格／高卒以上、普通免許
時間／9：00～16：00頃
　　　※時間応相談 ※早出も可
勤務／週2日～（【月・木】【火・金】【水・土】）応相談
待遇／各種手当、社保完、交通費規定支給、
　　　制服貸与、正社員登用制度有、扶養内考慮

●乳製品の配達配達スタッフ

急な休みもスタッフ皆で協力します!スタッフの年齢も
30代～70代と幅広い為アットホームな雰囲気です。

※営業活動は一切ありません

週2日だけでもOK!

月給／17万円＋報奨金
時間／9：00～17：00（応相談）

【準社員】配達

★車持込の方
厚待遇

※試用期間3ヶ月間


