
①日勤

②夜勤 日給／9,500円～11,500円
時間／20：00～翌5：00

日給／8,500円～10,500円
時間／8：00～17：00

042-700-2083㈱東経サービス
ワンランク上の安全と安心をお届けする 相模原市緑区東橋本2-18-3臼井ビル302

Wワークも歓迎!!

★社員登用制度有 ★研修中は昼食付

●資格保持者手当有

●週3日～OK

●昇給ありマス!!

●寮希望の方応相談

警備スタッフ

年令／18才以上※定年65才（応相談）
待遇／交通費支給、社保完、直行直帰OK、バイク貸出有
[応募]月～土 8：00～19：00随時受付。まずはお気軽にお電話下さい。

（研修手当含）

入社祝金
7万円

【勤務地】相模原市内・他

下記参照　アルバイト

資格取得料は会社で負担
資格を取って給料UP!

【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

■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） ■ベンダー ■アルゴン本社

本社

第3工場

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!!

下記参照　社員・パート

矢部　パート・社員

□地域に特化した住宅広告代行全般

042-704-3483相模原市中央区矢部3-21-15

㈱ユープラン

［応募］お気軽に電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参下さい。
※面接の際、作品をご持参下さい。

月給／20万円～ ＋能力給 ※試用期間有（3ヶ月）
時間／9：00～18：00
休日／土曜、日曜、夏季、年末年始、GW、当社カレンダーによる
待遇／社保完、交通費支給、車通勤可

時給／1,000円 ※試用期間（3ヶ月）950円
時間／9：00～18：00　※時間・曜日は応相談
休日／土曜、日曜、祝日
待遇／車通勤可

Web制作Staff
主にwordpressでのホームページ制作出来る方

●Illustrator・Photoshop使える方

□http://you-plan.info

週2・3日～OK! 

経験者

優遇

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。

未経験大歓迎！ 20代～40代男女活躍中！
6月入社
限定!

祝金10万円
支給!

【勤務地】緑区町屋

〒252-0231 相模原市中央区相模原4-2-17江成ビル3F

②製品の機械加工 ③フォークリフト業務①製品の簡単検査

下記参照　派遣

時給／1,400円 ※深夜・残業1,750円 ★月収例330,000円以上可能!　休日／土曜、日曜、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）、共同休憩スペース有、ロッカー貸与、制服貸与、
　　　夏季・冬季一時金有、お弁当注文可、車・バイク・自転車通勤OK（無料駐車場有）

スコープなど使って製品の中にバリや
不良が無いかの確認をお願いします!

※1週間毎2交替 ※1週間毎2交替 ※1週間毎2交替時間／8：00～17：00
　　 20：00～翌5：00

時間／8：00～17：00
　　 16：00～翌1：00

時間／7：00～16：00
　　 16：00～翌1：00

製品を機械にセットしてスイッチを押すと
自動で加工してくれます!

フォークリフトで製品の運搬をお願いします。
★実務経験者歓迎

042-758-9505相模原市中央区共和2-1-16

[応募]電話連絡の上、履歴書持参でご来社下さい。※その他詳細は面談にて

淵野辺南部

共和　パート・アルバイト

給与／14万円以上（部数制）
時間／1：00～（3～4h位）、
　　 14：00～（1.5h位）

給与／80,000円以上（部数制）
時間／1：00～（3～4h位）

給与／30,000円以上
時間／14：00～（1.5h位）

給与／50,000円～60,000円
※毎月25日～月初位までの間（決まった勤務時間はありません)
時間は自由♪家庭と仕事両立出来ます。

短時間のお仕事です!!
幅広い年令の方が活躍出来ます。

要原付免許

給与／25万円以上　　　　年令／45才未満（省令3号のイ適用）
時間／8：00～17：00（実働7.5h） ※変動型勤務有 ※月23日稼働
休日／シフト制
待遇／賞与年2回、社会保険完備、車通勤可、交通費支給、制服貸与

[応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参でご来社下さい。

■一般・産業廃棄物　■環境保全全般

相模原市中央区相生3-13-5 サンエイト相生101
ローゼカンキョウ株式

会社

042-776-5321

鹿沼台

淵野辺十字路

富士見3

交番●

●ポプラ
交番前

〒

当社 ↓至上溝

至
八
王
子

至
横
浜

正社員
募集

■ドライバー 一般・産業廃棄物
の収集・運搬

下記参照　社員

今働いているスタッフの

半数以上が未経験からの

スタートなので安心です

■下水処理場の維持管理業務
専門知識は いりません

入社日
応相談

委細面談

090-4915-8039（直通）
営業電話は
お断りします有限会社 小峯建興相模 型枠

相模原市中央区
上矢部5-12-24

■神奈川県知事許可（般-27）第81248号

上矢部　社員

[応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参でご来社下さい。月曜より受付 ※随時受付しております。 お気軽にお電話下さい。

給与／当社規定に依る

　　　※年令・経験等考慮の上、面談にて決定

時間／8：00～18：00

休日／日曜、夏季、年末年始、GW

待遇／社保・雇用・労災保険完備
■経験5年以上の方

型枠大工職人
【正社員募集】

新たな一歩を踏み出しませんか!!

あなたも是非、我が社の一員になりませんか?

田名　社員・アルバイト

〈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]6／19（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

■創業／昭和62年4月　■車両数／300台以上
■グループ企業一覧／株式会社 長浜商事、㈱アーバン・デリバリーサービス、
㈱アクティブ・1、㈱アーバン・ロジスティクス、㈱アクティブ・ロジスティクス、
㈱KMモータース、㈲隆企画、  ㈱パートナープランニングサービス

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

長浜商事グループ

配送先は神奈川県6割、
東京都内3割です。

時間／8：00～14：00　
　　 19：00～23：00
　　　※上記の時間帯からお選び下さい（時間帯固定）★上記以外の時間帯も多数有
資格／要普免（但し平成19年6月以降に取得された方は要中型免許）
休日／①週休2日制（曜日応相談） ②週休1日制 ★月6日休みも応相談
待遇／昇給有、賞与有（業績による）、残業・深夜割増手当有、社会保険完備、
　　　交通費規定内支給、制服貸与、車通勤可

月給／①週休2日勤務…26.4万円～  ②週休1日勤務…32万円～
　　　※給与幅はコース・時期による　※一律手当含む ※試用期間有

の間に出発して10h～12hで
終了（休憩含む） ★コースにより異なる

コンビニ・スーパーへのルート配送2t・4tドライバー

ドライバーのお仕事をお考えの方へ
安心・安定の「長浜商事グループ」で働いてみませんか

2tコンビニ配送 時間／6：00～18：00
　　 13：00～翌1：00

★その他時間帯有 詳細はお問合せ下さい。

■未経験者も歓迎

■55才以上のベテラン社員も活躍中

■女性ドライバーも多数活躍中

■無事故・無違反表彰制度有

■年令問わず多数活躍中

■免許取得支援制度有（社内規定有）

米飯類・チルド製品・パックのジュース
などです。米飯類がメインなので、
重たい荷物を運ぶことはほどんど
ありませんし、台車も使用できます。

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）
　　　※基本的には14：00or15：00終了
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

★普免
★旧普免 
★中型免許

OK

土・日休みの
配送です!

時給／930円～1,000円
時間／9：00～18：00の間の5h以上
　　　※時間応相談
休日／週休2日制
待遇／雇用・労災保険、交通費規定内支給、マイカー通勤可

寮の調理

【勤務地】相模原市南区南台（小田急相模原駅より徒歩9分）

簡単な清掃作業・調理作業です

学歴・経験・
資格・年令不問!!

㈱藤光住研
相模原市中央区並木3-1-7

042-758-3600

〈不動産業・美容業〉

南台　パート

【勤務地】相模原市緑区小倉
　　　　（無料駐車場完備）時給／1,050円～1,312円

時間／16：00～26：00の間で4～8h
　　　（22：00以降勤務可能な方歓迎）
勤務／週3～6日で応相談

相模原市中央区相模原2-3-16
㈱プラス・ワン

［応募］まずはお気軽にご連絡下さい。

042-758-4229
■一般労働者派遣事業許可番号 派 14-301274

上溝　派遣

カンタン倉庫内のお仕事!
重たいものはありません♪

チルド倉庫内での
検品やピッキング

Wワーク
OK

短時間
OK男女

不問

服装
自由

給与／完全出来高制

下記参照　委託

[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

相模原市中央区千代田1-1-18MAX橘ビル2F
■宅配便・商業便・チャーター便・DM等
軽貨物
運　送 042-704-0846㈲相模ライン

軽貨物
ドライバー

★男女・年令不問

★リース車もあります

★未経験者歓迎!!

※午後のみ

（配送先は相模原市内のみ）※自家用車で出来ます

若干名

1名

（月収例／10万円～50万円可）

要普通
免許

042-786-1410
相模原市中央区共和2-16-15アマービリスA＆T

(JR横浜線「淵野辺駅」より車で3分)デイサービス わだつみ （担当／採用係）

通所介護事業所
［応募］TEL後、履歴書（写貼）持参下さい。

夜勤専属スタッフ

1勤務／14,000円
資格／年令不問、
　　　ヘルパー2級以上、経験者優遇
時間／18：00～翌9：30

待遇／[正]賞与年2回、社保完  [正・パ]交通費規定内支給、車・バイク・自転車通勤OK

デイサービス介護スタッフ

資格／ヘルパー2級以上、経験者優遇
　　　 [正]介護福祉士、普通免許あれば尚可
時間／[正]8：00～18：00の間で実働8h
　　　[パ]8：00～18：00の間で希望に出来るだけ合わせます
　　　【勤務例】（A）8：00or9：00～13：30 （B）13：30～18：00 （C）9：00～18：00
休日／[正]完全週休2日（希望シフト制）　[パ]希望シフト制

給与／[正]月給17.5万円～※処遇改善手当含む（試用期間2ヶ月16万円）
　　　[パ]時給1,000円～

【パート】

【正社員・パート】

共和　社員・パート

まずは施設見学からお気軽にどうぞ!!経験が浅い方、未経験者も大歓迎!

★週1日～OK

★WワークOK

★扶養内対応可

★社保加入制度有

042-753-1141

パートさん
募集

時給／950円（見習い期間終了後960円）
時間／8：10～17：10　休日／土、日、祝、夏季、年末年始
待遇／賞与年2回、交通費支給、雇用保険有、作業服貸与

【面接地】㈱シノテスト相模原生産センター
相模原市南区大野台4-1-93(協同組合Sia神奈川内)

［応募］電話連絡の上、履歴書持参でご来社下さい。
　　　6/19（月）より受付。担当／総務 喜村(キムラ)

総合卸売市場前大野台2

小学校
入口

大野台中央小

大野台3

ファミリー
マート

御獄神社

富士自動車

相模原ゴルフクラブ大野台4

ニトリモール

大野台公民館

大野文化幼稚園フードワン

凸版印刷

マルマ
テクニカ

　セブン
イレブン

㈱シノテスト
相模原生産センター

㈱シノテスト
相模原事業所

清潔で快適な職場です!! 安心して働けます!!
①製品の製造・洗浄作業等

大野台　パート

【電話受付】㈱シノテスト相模原事業所

20代～40代の
女性が活躍

している職場です

㈱シノテスト相模原生産センター内勤務地

のグループ会社です
体外診断用医薬品製造

③製品の包装・検査等

②製品の充塡・検査等

クリーンルーム内でのお仕事です。

クリーンルーム内でのお仕事です。

調理師免許
あれば尚可

042-776-0906
相模原市中央区相模原4-7-14

社会福祉法人愛翁会

エンゼル保育園
チャオデイサービスセンター

【パート】

調理員
保育園とデイサービスの
給食・おやつの調理

時給／1,010円～（経験考慮）
時間／8：30～17：15（残業なし）
勤務／週3日～4日程度※曜日・日数は相談下さい。
待遇／期末手当、雇用保険、労災、交通費全額支給

[応募]電話連絡の上、履歴書持参下さい。

相模原　パート 町田市小野路町　社員・パート・請負

月給／15万円～

時給／1,040円～ 時給／940円～

月給／25万円～
（見習い期間20万円～）

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

町田市小野路町4392（浅間下バス停近く）

※詳細は面談にて ★頑張り次第で70万円以上も可

㈱山一アルミ 090-3048-0022

休日／日曜、祝日、夏季、年末年始、GW
待遇／社保完、交通費支給（会社規定）、車通勤可　★試用期間2ヶ月有

最低保障 30万円～

【社員】

【パート】

【社員】

【パート】

時間／8：00～17：00

★時間帯応相談

時間／9：00～17：00

電話応対・PC入力
（ワード・エクセル）

※要普免

お仕事内容は
すぐに

覚えられます!!

【勤務地】橋本駅徒歩2分
（車・バイク通勤不可）

[応募]随時受付致しますので、お気軽にお電話下さい。
　　　面接は勤務地にて行いますので、履歴書（写真貼付）をご用意下さい。

時　給／930円
時　間／①12：00～18：00（実働5h）
　　　　②15：00～21：00（実働5h）
　　　　※土曜のみ14：30～21：00
　　　　※片方だけの選択は出来ません
勤務日／①②のシフト制による勤務
待　遇／作業服貸与、交通費支給(定額)

ビル内の清掃パートさん募集!!
女性用

トイレ清掃有

未経験でも安心のお仕事! 駅近の勤務場所
だから、仕事帰りの買い物もラクラクです!!

相模原市南区下溝928-11

有限
会社

042-711-8915
アート建物管理

下記参照　パート

お気軽にお問い合わせからどうぞ!!

日給／10,000円～
（勤務開始1週間は日給9,000円）
時間／8：00～17：00
休日／日曜、雨天 ※場合により出勤有
待遇／寮有、週払い有（当社規定内）

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

相模原市緑区下九沢 （不在時）
三秀建設工業 042-713-1200

080-3580-1188

頑張るあなたを応援します！

下九沢　作業員

※試用期間有

現場作業員募集急募

042-743-0235㈹
相模原市南区麻溝台5-18-15

〈 事 業 〉乳製品・清涼飲料水の販売

㈲鎌田乳業

［応募］詳しくは電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参下さい。受付は平日（9：30～17：00）。

宅配ならではの商品を豊富にラインアップ
栄養バランスのとれた健康的な食生活を応援します

北里大学病院

村
富
線

コープ

小松会病院
桜台小

桜台小

北里大
東病院
JA 当社

〒

消防麻溝台
分署入口

麻溝台8

麻溝台　従業員・委託

営業さん

時給／980円
時間／9：00～15：00前後
勤務／月曜・水曜・金曜または火曜・木曜・土曜

体験業務中時給／1,000円
体験後給与／最低100,000円＋歩合
※体験業務終了後2ヶ月は特別報奨金有

●宅配専用商品の案内作業
同時募集

配達がメインで他に
センター作業補助、

倉庫整理、パソコン入力など

配達のみ希望の方
応相談

●軽の保冷車での配達です

愛甲郡愛川町中津字桜台4079-4

第一貨物 【受付先】第一貨物㈱厚木支店
［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

創業76年の実績!!安心安定の正社員雇用!

【正社員】

【パート・アルバイト】

【パート・アルバイト】

★無資格、
　未経験も大歓迎!!

簡単な

PC作業有

★資格・経験不問　★正社員登用制度有
★フォークリフト免許あれば尚可

小さくて軽い荷物の
ピッキング・仕分・検品作業

★資格・経験不問
★正社員登用制度有

担当／フジマガリ・ナカジマ
046-284-5533

★社保完、交通費規定内支給、車通勤可、制服貸与、残業手当

月給／22万円～27万円（諸手当込）　年令／45才未満迄（省令3号のイ）
時間／基本8：00～17：45（休憩90分、シフト勤務、残業有）
休日／隔週土曜、日曜、祝日、夏季、年末年始
待遇／賞与年2回、昇給年1回、充実の諸手当、資格取得支援制度有

※試用期間有

愛川町中津　社員・パート・アルバイト

■倉庫内作業・在庫管理

■事務員（在庫管理・商品発送関連）

時給／930円～
時間／午前だけ・午後だけ等の扶養範囲内も可

時給／※即戦力の場合1,050円～
①フルタイム 時給／950円～

時間／基本8：30～18：00（休憩90分、シフト勤務、残業有）

②週に2～3日
休日／土曜、日曜、祝日、夏季、年末年始

時給／930円～
時間／午前だけ・午後だけ等の扶養範囲内も可

①フルタイム 時給／950円～
時間／基本9：00～18：00（休憩90分、シフト勤務、残業有）

②週に2～3日
休日／土曜、日曜、祝日、夏季、年末年始

フォークリフト免許あれば尚可

★11：00～18：00出来る方積極採用

機能訓練型デイサービス

中央　パート

時給／970円～（無資格） 
　　　1,000円～（ヘルパー2級）
　　　1,070円～（介護福祉士）

相模原市中央区中央1-9-12 1F

介護保険事業所番号：
1472608445

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でお越し下さい。

★Wワーク、お子様がいる方も歓迎!!

週1日～・1日3h～でOK!
働きやすい介護スタッフ

042-711-7835

時間／8：30～17：30  休日／土、日、年末年始
待遇／昇給、賞与有（業績による）、車通勤可（応相談）、有休、制服貸与、交通費規定内支給

★車の運転出来る方優遇!!

無資格・
未経験の
方も歓迎!

042-851-2537
相模原市緑区原宿南2-6-10

■認知症対応型共同生活介護・グループホーム

プライミーしろあん

常勤

夜勤のみの常勤も有

パート

悠々閑々 こもれびの風景

原宿南　常勤・パート

日給／16,000円～（処遇改善手当含む）
　　　※給与は経験・資格による

給与／18万円～＋処遇改善手当
　　　※給与は経験・資格による
　　　※研修期間有・研修充実

給与／18万円～
時間／17：00～翌10：00
待遇／社会保険完備、昇給有、雇用保険、有給休暇、車・バイク通勤可、交通費全額支給
［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でお越し下さい。担当／佐藤・市川

http://neovision.saloon.jp/

★常勤登用制度有

★勤務時間応相談

夜勤介護

スタッフ募
集!!

無資格・未
経験・

WワークO
K!!

少人数のご利用者様と家庭的な環境で
一緒にサポートしませんか?

週1日～・曜日は
ご相談下さい!!

20代～60代の
方が活躍中!

日勤も出来る方

歓迎!

自動車用リフトの専門メーカー ＜自社製品の製造・販売＞

日本リフト株式会社
〒252-0131
相模原市緑区西橋本3-11-32

http://www.nihonlift.jp/

給与／18万円～30万円※経験・能力により優遇 ※試用期間有
時間／8：00～17：00（残業有）
休日／週休2日制（土・日）他、GW、夏季、年末年始
待遇／昇給・賞与（業績による）、社保完、退職金制度、交通費規定支給、車通勤可

042-773-7791

正社員募集!!
①組立 ②事務

［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／吉田）
[受付]月曜～金曜 8:30～17:00（12:00～13:00除く）

西橋本　社員

未経験
歓迎

③設計 ⑤溶接④営業



スマイル光が丘
042-759-7005

デイサービス・ビーチ
042-758-5818

スマイル麻溝台
042-748-8933

スマイル下九沢
042-775-8766

時給／1,300円～2,100円
※別途手当有（前年実績年間約12万円）

時給／930円
訪問介護員募集!! 同時募集

勤務地／麻溝台・
光が丘・下九沢・
ビーチ（並木） 勤務地／ビーチ（並木）

デイサービス職員（パート）

パート

業務拡大につき

下記参照　パート

※交通費1日300円
※他手当 月／1万円程度

資格／
ヘルパー2級以上

時間／9：00～18：00

下記参照　正職員・非常勤

グループホーム職員募集!!

時間／[日勤]8：45～17：15 
　　　[夜勤]16：45～翌9：15

月給／195,000円～（夜勤4回含む）

1 回／20,000円
時間／16：45～翌9：15

常 勤

夜勤専従

★週休2日

◎ヘルパー2級以上
◎要介護職経験者介護士

勤務日応相談

勤務地

休日／夏季、年末年始  待遇／昇給・賞与有、社保完、車通勤可、交通費支給

[応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)ご持参下さい。6/19(月)より受付。面接は下記にて行います。

相模原市中央区相模原4-11-4(JR相模原駅より徒歩8分）

(担当／採用係)042-786-7725

医療法人社団 仁和会
介護老人保健施設 とき

すみれ
相模原市中央区相模原8-6-17
(JR相模原駅より徒歩7分)

応募受付

詳細はこちらからもご覧下さい▶http://www.jinwakai.com/group.html

給与／300,000円～（現場仕事経験者）
　　　250,000円～（未経験者）
資格／要普免　時間／8：00～17：00(現場により異なる)
休日／日曜、夏季、年末年始、GW、他当社カレンダーによる
待遇／昇給有、社保完備、労災有、各種手当有、制服貸与、
　　　交通費支給（当社規定内）、車通勤可

［応募］電話連絡の上､履歴書持参でお気軽にご来社下さい。

（不在時） （担当者）090-6101-4126

相模原市中央区田名7426
（129号線沿い、上溝南中近く）

■ユニットバス組立

㈲ライヂング★ハウス
042-760-4126

【現場】
神奈川近郊

もちろん未経験も大歓迎♪

スタッフ募集

田名　社員

※試用期間有

麻溝台　パート

042-777-4641㈹
［本社］相模原市南区麻溝台3155（麻溝公園近く）㈱城山解体

◆自動車リサイクル法解体業〈許可番号　20983000140〉

事務員さん

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

PC経験ある方尚可

急募!! 50代、60代の方も
活躍出来ます♪

時給／1,000円以上 ※試用期間有
時間／8：30～16：30（時間応相談）

休日／土曜、日曜、祝日、夏季、年末年始、GW

待遇／昇給有、車通勤可、食事支給、他面談にて

麻溝台　　　

アソーニチエイ㈱■運送業 042-744-4001
090-8840-5032相模原市南区麻溝台8-18-58 （タカギ）

［応募］電話連絡の上､履歴書（写真貼付）持参下さい。

担当地区：藤沢、茅ヶ崎

※要研修

月給／26万円～29万円
資格／中型免許（8t限定可）※フォークリフト免許あれば尚可
時間／8：30～17：00※早出残業有　休日／隔週土曜、日曜、祝日
待遇／社保完、交通費規定支給、車通勤可 ※他希望は相談

日通のターミナル配達《2tロング、バン車》

6～7時間
日給／8,000円～

042-752-2742相模原市南区大野台1-3-12ランドリー
◎詳細は面談にて［応募］電話連絡の上、履歴書ご持参下さい。 担当／三橋　★6月18日（日）より受付致します。（9：00～18：00の間）

下記参照

時給／930円～ ※試用・研修期間有

時間／①  9：00～14：30
　　   ②14：30～20：00

時間／9：00～18：00

【勤務地】ダイエー上溝店内

クリーニング受付スタッフ

※通しも可

※週3・4回位のローテーション制

時給／930円～※試用・研修期間有

時給／930円～

最初は誰でも未経験！丁寧に指導しますので、気軽にお電話下さい♪

時間／13：00～17：00位
資格／要普免 時給／930円～

時間／9：00～13：00位

男女ルート配送 工場内軽作業

★週3～4日出来る方

★30代女性活躍中!!

★未経験OK

【勤務地】大野台

【勤務地】古淵店（大野台）
週2～3日の勤務でOK! だから自分の時間が

持てます♪

時給／932円～※試用・研修期間有

時間／①10：00～15：00
　　　②15：00～20：00【勤務地】アメリア町田根岸店
※週3・4回位のローテーション制

※通しも可

★車通勤応相談

お近くの方

歓迎♪

※試用・研修期間有

相和病院
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当社042-761-6494相模原市緑区
大島1744ー6

■一般建築塗装・機械塗装・防水工事 ㈲市村塗装

大島　職人・見習い

塗装のお仕事
●入社日応相談

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

給与／225,000円～450,000円
　　　 ※経験・能力を考慮の上、決定
年令／18才～(要普免) ※省令3号のイ適用
時間／8：00～17：00 ※現場により多少移動有
休日／日曜、祝日、夏季、年末年始、GW、他当社カレンダーに依る
待遇／昇給有、各種保険有、車通勤可

未経験者・経験者、

どちらも大歓迎!! 

作業員（アルバイト）
OK

経験者・未経験者、

共に活躍できます!

相模原No.1の塗装職人を目指しませんか？
当社があなたを強力にサポートします!!

是非当社で働いてみませんか？

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。月曜9：00より受付。
◆車のクリーニングなどをするお仕事です

042-764-7081相模原市中央区上溝4400（相模運輸ビル1F）有限会社藤和ケミカル

同時募集

社員募集
コーティング剤や洗浄剤を使い、
クルマにツヤを出したりキズや
汚れを付きにくくする作業、ナビ等の
オプション（付属品）取り付けを
して頂きます。

〈仕事内容〉

給与／200,000円～350,000円以上
時間／9：00～18：00

待遇／昇給有、賞与年2回（業績による）、社保完、試用期間有

〈スタッフ〉

分からないこと等もしっかりフォローして
くれる先輩たちばかりです。 慣れるまで
2人1組のチームなので安心♪

スタッフの8割が未経験スタートです

上溝　社員

資格・経験は必要ありません!! 車に興味がある方大歓迎です!!

相模原市中央区淵野辺4-3-16リラ淵野辺ビル2（JR横浜線「淵野辺駅」北口徒歩3分）
相模営業所

［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）
042-776-5711アース警備保障㈱ 土・日・祝も面接日時の受付中（受付9:00～18:00）

（担当／採用係）東京都府中市住吉町5-7-25 三浦ビル3F（京王線「中河原駅」徒歩3分） 042-366-3411西東京営業所
も募集中

下記参照　アルバイト

日給／【検定2級資格者】11,000円
　　　【一般】9,000円　【一般夜】10,000円
　　　★短時間5,000円～（実働4h）※詳細は面談
　　　　（資格・勤務日数・年令・経験等で異なる）

警 備 ス タ ッ フ

未経験者でも安心・充実の研修制度有

年令／18才以上（警備業法による）
時間／5：00～13：00、10：00～19：00、他、夜勤も有
　　　※その他現場により変更有 ★週2日～OK

★法定研修1日当り7,440円
★給与週払い（5、15、25各日）or月払い制

★正社員も同時募集中（月給25万円～）
★社会保険完備

★資格取得支援制度有（全額会社負担）

入社祝金 10 万円支給

定年退職
の方
大歓迎!

60才代も
多数活躍中
です

時給／940円～1,100円 
時間／8：30～17：30（週2～3日、時間応相談）　休日／日曜、祝日、他 
待遇／交通費規定内支給、昇給有、送迎手当有、ボーナス有、社員登用有、
　　　研修有（フットケア、栄養改善指導、排泄ケア、口腔ケア、筋力向上）

相模原市中央区鹿沼台2-10-16
第3Skビル1F （淵野辺駅南口 徒歩5分）

リハビリストホーム 淵野辺
［応募］6/19（月）から受付。電話連絡の上、履歴書（写真貼付）・職務経歴書・資格証明書をご持参下さい。

自立支援型
デイサービス

担当／鹿田
※平日のみ042-851-4140

利用者さんが元気になっていく姿を実感できます。
やりがいのあるお仕事です。未経験者も大歓迎！

デイサービススタッフ

鹿沼台　アルバイト・パート

初任者研修
（ヘルパー2級）

以上の実務
経験者優遇

※試用期間有

時給／1,000円～1,100円
時間／9：30～18：00 ★残業ほとんどなし!
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、私服勤務可、
　　　交通費支給（当社規定）、夏季・冬季の一時金有、
　　　共同休憩スペース有、ロッカー貸与
【勤務地】ロジポート橋本（JR橋本駅から徒歩13分）[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

女性が活躍している職場です! 事務経験者歓迎!

キャンプ
・

スポーツ

用品の知
識は

不要です
。

下記参照　派遣

私服勤務
OK!!

キャンプ・スポーツ用品に

電話で商品に対する受付やお問合せに対応して
頂きながらPC入力（メール等）するお仕事!

新規オープニング
オフィスで

PC入力
出来る方

関する電話受付事務

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

相模原市中央区上溝2557-12㈲山下鋼業 090-2621-9095

鉄筋工
月収／（未経験者）20万円～  （経験者）～35万円以上可
年令／45才位迄（省令3号のイ適用）
時間／8：00～18：00
休日／日曜、GW、夏季、年末年始

見習いも可

●技能免許取得補助有
●社会保険完備
●交通費定額支給

上溝　

この仕事なら

　将来安定です!!

未経験でも
しっかりサポート

します!

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。6/19（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

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～
　　　※時間応相談 ※早出も可
勤務／週2日～（【月・木】【火・金】【水・土】）
　　　応相談　※【水】のみでも可
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・水の配達 ※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 ※試用期間3ヶ月間

上田名

堀之内

田名整形外科

セイムス ヨークマート

田名バスターミナル至
1
2
9
号

至
高
田
橋

至大島

テニス
コート田名北小入口

セブンイレブン

当社

配達スタッフ

配達【準社員】

車持込の方
厚待遇

042-754-8929
相模原市中央区矢部3-21-15
㈲ラポート企画

http://www.rapportplan.co.jp

地域密着型
広告代理店
企画・発行

年内ご契約頂いた方に限り
当社情報誌「ラポート」の広告・宣伝枠を

設置箇所／大手スーパー・コンビニ・公共施設・飲食店、他

半年掲載
（24週、72,000円分）

無料サービス!!

ホームページ制作

矢部　CM

5ページ
5万円～
承ります

P　R

半年掲載

無料です
※A枠（50%縮小）

男性活躍中

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

相模原市中央区清新6-10-18

042-775-5876全日本ライン㈱

未経験可!Wワーク・学生・高齢の方も大歓迎!!

夜間事務員

清新　パート・アルバイト・社員

時給／930円～1,530円
　　　（別途 深夜手当＋残業手当）
　　　※経験・運行管理資格の有無等
　　　　面接時に優遇
時間／17：00～翌9：00の間で6h～
　　　★週3日～ ※日数・曜日等応相談
待遇／社保完、資格取得支援、
　　　交通費規定内支給、車通勤可

社員（内勤）

日給／未経験…面談により決定します
　
　　　
　　　経験者…11,000円～16,000円

相模原市中央区淵野辺本町
4-18-19・103敦賀総建

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。 ※詳細は面談の上

042-707-1004
090-3084-9621

外構工事社員募集

★経験・やる気により優遇（前職考慮します）

＊最初は補助をお願いします

エクステリア・土木

経験・知識がなくても一生ものの技術を身につけられます!!
仕事量も安定しているので経験者の方もしっかり働けます!!

勤務地／相模原・町田、他

アルバイト希望も
応相談

資格／要普免
年令／45才未満迄（省令3号のイ）
時間／8：00～17：00（現場による）
休日／日曜、夏季、年末年始、他

下記参照　社員

●車通勤可

未経験OK

厚木市上依知　CM

アロハ トレーディング
厚木市上依知1333-1 046-245-3006 046-245-3036

国産車・外車・全車種高価買取します。
手続き後、車検証（控）を郵送します。
クルマのことはまずお気軽にご相談下さい。

現金買取!!廃車か買取りか迷っている方は

すべての手数料0円 税金未納・ローン中OK

廃車が無料 引取 解体 抹消

親切・安心

もう車
やめた

お引っ越し ご入院

相　続

事故が心配 家族の勧め

車のプロが
わかりやすくご案内

お電話一本で自宅
まで出張無料

祝!
ご卒業

人生の新しい門出を
お手伝いします

ご家族の方も
ご相談下さい!!

永らくの安全運転、お疲れさまでした!

創志館～相模原てらこや～ 
そう　し   かん さが み   はら

おつとめ

おはなし

info@sagamihara-terakoya.com

協力／全国てらこやネットワーク

相模原てらこや創志館
そう   し    かん

http://www.sagamihara-terakoya.com/

相模原沈殿池

県立
相模原
公園

女子美術
大学

女子美術
 　大学前

相模原公園入口

相模原麻溝
公園入口

清掃
事務所前

相模原
沈殿場入口

金相寺（P有）お申込はコチラ▶

参加できます
さん か

夏のこども会開催!!
なつ かい かい さい

どなたでも

8月1日（火）10：00～14：00
※申込締切 7月20日（木）まで

もうしこみ しめきり

むかしあそび

参加費
さん か  ひ

おとな・こども  一人300円
ひとり

場所
ば しょ

金相寺（相模原市南区麻溝台726-1）
こんそう じ

おとな50名
こども50名
（先着順）

せんちゃくじゅん

おつ

かき氷・わたがし
食べほうだい!!

ごおり

た

ちゅうしょく べんとう よう い
子ども手帳（大人は赤本（お勤め本））・腕輪念珠。

昼食はお弁当をご用意ください。

こ て ちょう おとな つと ほん うで わ ねん じゅあかほん

［応募に関して］QRコードの申込フォームからお申し込み下さい。ご不明な点はメールにてお問い合わせ下さい。

下記参照　CM

持ち物
も もの

り

め

はなし

ほん うで わ ねん じ

中の郷中の郷 042-763-0005
■社会福祉法人 久寿会

特別養護老人ホーム
グループホーム
デイサービス

〒252-0135
相模原市緑区大島1556
●HP http://www.nakanogou.org　●e-mail info@nakanogou.org

[応募]まずはお電話下さい。

【交通】JR横浜線・相模線・京王線橋本駅南口より、神奈中バス1番乗り場
　　　〈57系〉榎戸経由 田名バスターミナル行、「大沢まちづくりセンター前」下車徒歩3分

至厚木↓

塚場

中ノ原

上中ノ原
フードワン

いなげや
大沢小前

大沢中入口
大島北

当施設

南
橋
本
３

大島　正職員

居宅介護支援センター

ケアマネージャー

明るくきれいな複合施設です

●研修制度充実

●マイカー通勤可

月給／当社規定による
資格／介護支援専門員、要普免
時間／ 8：30～17：30
休日／土曜、日曜＋祝日、年末年始
待遇／昇給年1回、賞与年3回、
　　　社保完、通勤手当有、有給休暇有、退職金制度有、
　　　残業手当別途支給、住宅手当規定内支給、制服貸与

正職員

現在4人体制なので
　個人負担が少ない為
　　未経験の方でも安心です

●入職日応相談

す

月給／20万円（見習い期間）＋報奨金＋諸手当
　　　（例…Aさん 月収／35万円以上）
資格／要普免　時間／9：00～18：00 ★相談可
休日／完全週休2日制、夏季、GW、年末年始

相模原市中央区東淵野辺5-15-15
マイファーム201

ハウスメンテ 042-750-5472
http://house-mente.com/

ハウスメンテ

東淵野辺　

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

第2の人生、当社でスタートしませんか?
当社では、66才（男性）がバリバリ活躍してます!

リフォームアドバイザー（営業補助）
チラシの配布・リフォーム提案業務

男女スタッフ募集

あなたも

チャレンジして

みませんか?

簡単な仕事
なので

頑張ってます。

厚木市山際　CM

ライス・スープ付き
1,500円（税別）

ライス・
スープ付き
1,700円（税別）

●本券で、人数様分のデザート
　（カラメルパルフェ）サービス
●厚木店のみご利用できます

キ
　
リ
　
ト
　
リ

【有効期限】2017年6月30日迄 ラポート6/18

切り抜いてお持ちください

厚木店
昭和43年
創業

笹生農園直営レストラン&ローズガーデン
さそう 〈厚木店〉 厚木市山際554-1

P50台
山際
本店

相模川

R16

橋本五差路

046-245-1341栗の里

【営業時間】11時～22時（L.O21時半）

米沢
牛入りメ

ンチカツと

手作
りハンバ

ーグ
有頭
大エビ

フライと手作りハンバーグ

父の日にもオス
スメ

Today’s Speci
al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
資格／ヘルパー2級以上
時間／18：00～翌9：00（実働12～13h）
待遇／交通費全額支給、車通勤可

★Wワーク
★扶養内
★週1日～

淵野辺　パート

勤務日数

相談下さ
い。

土・日・祝
!!

どれかだ
け

でもOK!

OK

夜勤介護職員


