
麻溝台　パート

時給／950円～※経験等考慮します
時間／14：00～19：00（土曜8：30～12：30）
　　　★火・水・金…午後の勤務
　　　★土…午前の勤務
待遇／車通勤可、交通費規定内支給

相模原市南区麻溝台4-10-14
麻溝台メディカルプラザさとう整形外科

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参下さい。

042-741-1733

受付・ご案内・会計
・レセプト業務など

※△は14：30～17：00

診療時間

○
○
○
○
○
○

○
○
△
○

月 火 水 木 金 土
9：00～12：00
14：30～18：30

受付
医療事務

興味がある方お気軽にお電話下さい

曜日応相談

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］7/24（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

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）

※試用期間有

未経験の方で
も

丁寧に指導

致します!!

時給／930円※試用期間2ヶ月有
時間／7：30～14：30（実働5.75h）
休日／土曜（月1回出勤有）、日曜、祝日、
　　　夏季・冬季、長期休暇有
待遇／雇用保険完備、作業服貸与、
　　　交通費支給（社則規定内）、
　　　社員食堂利用可

清掃パートさん募集

南橋本　パート・アルバイト

［応募］7/24（月）AM9:00～受付。電話連絡の上、履歴書持参でご来社下さい。※詳細は面談の上

㈲コーワ
相模原市中央区小山1-2-8

相模原市中央区南橋本3-8-8（橋本五差路近く）

042-770-7557

■連絡先／㈱広和産業
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勤務地

■勤務地・面接地／スリーエムジャパン㈱内

【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

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。

◆アルバイト

◆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）

CAD初心者も大歓迎です。
丁寧に教えます。

★PC好きな方（多少出来る方）

◆パソコン業務

◆レーザーオペレーター

20代女性活躍中!!

時給／930円
第2工場

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 ※試用期間3ヶ月有

冷暖房完備なので快適です!
下記参照　社員・パート

20代～60代の方
多数活躍中!

未経験者可!

[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

正社員

パート・アルバイト

ルート営業

仕分け作業

事 務

■水産物・外食・中食産業への販売

046-281-7500㈱ヤオキ
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　パート・アルバイト・社員

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

時給／1,000円～1,200円
時間／9：00～17：00（終業時間応相談）

時給／1,000円～1,200円
時間／①  9：00～15：00
　　　②19：00～23：00

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、社会保険完備

◉週4日以上

◉週2日以上、土・日出来る方歓迎　◉Wワーク可

応相談

勤務地　橋本駅徒歩2分（車・バイク通勤不可）

時　給／930円
時　間／9：00～13：00（実働4h）
勤務日／シフト制による勤務（研修後は1勤1休制）
待　遇／作業服貸与、交通費支給(定額)

女性用
トイレ
清掃有

[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。

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

働きやすい職場です!
家庭との両立にも最適です!

清掃スタッフ
募集

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来店下さい。（採用係）

町田小山店

■水産部

■惣菜部

■学生スタッフ

時給／940円～1,040円
　　　※別途交通費規定支給
時間／12：00～18：00（時間応相談）

時給／1,000円※交通費込
時間／18：00～21：00（土日は終日可!）

時給／1,050円～1,150円
　　　※別途交通費規定支給
時間／8：00～16：00（時間応相談）

042-797-8211〒194-0212 町田市小山町981-2
（町田街道沿い）

株式
会社

卸値市場（総合スーパーマーケット）

町田市小山町　パート・アルバイト

待遇／社保完備、バイク通勤可、制服貸与、研修期間有

042-758-0850相模原市中央区中央5-8-1

■国家試験免除・教育訓練給付制度指定講座

★車・バイク通学可

学校法人
成章学園相模原調理師専門学校

＊体験入学、資料請求はメール又は電話にて＊

E-mail　sagami@seishou.ac.jp

7月29日（土）

そうめん、卵豆腐

8月11日（金・祝）

棒々鶏麺、杏仁豆腐

8月29日（火）

冷製パスタ

体験入学に参加した方は、受験料が免除されます。
前日の17時まで受付。

中央　

夜間部1年半で調理師免許取得。
希望者はふぐ調理師、食育インストラクターも
受験できます。

無料体験入学

10月生願書受付中!!〈夜間部〉

新卒者から社会人まで10代～50代迄の方が一緒に学んでいます

042-759-0144ネストケアセンター相模原市中央区氷川町13-1-2F

[応募]電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参下さい。（担当／清水・佐藤）※詳細は面談の上

時給／1,100円～1,300円
　　　※経験・実務年数などに応じて優遇
資格／ケアマネージャー
時間／8：30～17：30の間で応相談
勤務／週3日～OK
待遇／交通費別途支給、車通勤可

氷川町　パート

ケアマネージャー募集

正社員
登用有

午前のみ・午後のみ　半日勤務もOK

経験・資格が活かせる仕事です!!

ホームヘルパーさん同時募集

相模原市緑区東橋本2-2-6-103

[応募]7/24（月）9時より、お気軽にお電話下さい。（担当／採用係）E-mailでのお問い合わせも可

0120-633-228㈱アレック ●E-mail info@alec.co.jp
●URL http://alec.co.jp

人材派遣業(般)14-300084■業務請負

回収アシスタント
ビン・缶・ペットボトル・古紙等の

◎車通勤応相談

時給／1,000円～ ※試用期間有
資格／要普通免許（AT限定不可） 
時間／8：00～17：00
休日／日曜、他シフト制
待遇／交通費規定内支給、作業服貸与

下記参照　派遣

夏休みだけの

短期もOK

未経験・WワークOK 自分に合った勤務地で!!

原則運転はありません

[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
相模原郵便局内

※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】 □年令不問  □男女不問

□50代・60代の方活躍中!
□車無い方は社用車貸与

（月収／16万円以上可）

下記参照　委託

今いるスタッフはみんな未経験からのスタートです!!

愛甲郡愛川町　社員

［応募］7/24（月）よりお気軽にお電話下さい。メール応募は
　　　24h受付OK!面接は事前連絡の上、下記の住所で実施
　　　します。来社時には履歴書、職務経歴書を持参ください。

【本社】東京都立川市曙町1-25-12
　　　オリンピック曙町ビル403

【勤務地】相模工場（愛甲郡愛川町角田727-1）

本社／
採用担当

■製造請負・製造受託の専門会社

㈱インダストリーパートナーズ
0120-68-3140
recruit@industry-partners.co.jp

経験やスキルよりも人柄重視で採用します!

月給／18.5万円
装置ユニットの組立や付属部品の加工作業等

【製造正社員】組立・加工

★昇給1回・賞与2回

※月収例…24万円以上可
　（基本給＋残業32h＋交通費の場合）

資格／玉掛け、床上操作式クレーン免許
※資格のない方は取得費用100%会社が負担します
時間／9：00～18：00
休日／土曜、日曜、祝日、GW、夏季、年末年始
待遇／昇給・賞与有、社保完、こども手当有、
　　　交通費規定支給、車通勤可

相模原市緑区西橋本5-4-20
（橋本駅西口徒歩10分）
◎無料駐車場有

★上記の時間帯いつでも入室OK!
★お仕事帰りの方もお気軽にお立ち
　寄り下さい!
★ご都合が合わない方もぜひご相談ください!

●組立 ●加工 ●溶接 
●物流 etc...

お気軽に
お越し
ください

田名　社員・アルバイト

日給／11,000円～
時間／5：00～15：00

月給／28万円～

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。担当／宮原

2tルート配送

管理職

正社員

■運送業（本社／深谷市、他7拠点）
こちらをご覧下さい ▶ http://www.fujisawa-kyuso.co.jp/

★年令不問

相模原市中央区田名5577-1

㈲藤沢急送 042-713-3921
相模原営業所

休日／日曜、祝日（土曜は交替で休み）、お盆、年末年始
待遇／昇給有、賞与年2回、交通費規定支給、制服貸与、
　　　社保完、車通勤可

（JR相模線「番田駅」より車で8分
※ローソン田名陽原店さん横）

※未経験可資格あれば尚可
アルバイトも同時募集
※詳細はお問合せ下さい

★独立支援制度有
★資格取得支援制度有※規定有

時給／1,100円～
時間／【月～金】16：30～20：00
　　　【   土   】14：30～18：00

倉庫スタッフアルバイト

の間で時間・曜日応相談

正社員
フォーク免許
あれば尚可

●寮希望の方応相談
●資格保持者手当有

週3日～
OK

社員登用
制度有研修中は

昼食付

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

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。【勤務地】相模原市内・他

下記参照　アルバイト

入社祝金7万円
（研修手当含）

警備スタッフ
交通誘導・イベント等

②夜勤①日勤 注目

資格取得料は会社で負担

Wワーク
も歓迎!!

042-768-7418相模原市中央区相模原2-3-16
山崎ビル B301（JR相模原駅徒歩3分）

[応募]月曜～金曜、9：30～受付。見学、お問合せなどお気軽にお電話下さい。

■障害者就労継続
　支援（B型）作業所

スタッフ募集

月給／170,000円～＋他手当
資格／要普免（AT限定可）

時間／8：30～17：30

休日／土曜、日曜、祝日、GW、夏季、年末年始

待遇／昇給、賞与、社保完、交通費規定内支給

下記参照　社員

ワンボックスカーでの
納品・引取、PCの入力等

男女共に
大歓迎♪

完全
週休2日

●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

アロハ トレーディング 厚木市上依知
1333-1

046-245-3006 046-245-3036

★税金未納・ローン中OK ★すべての手数料0円

厚木市上依知　CM

現金買取!!廃車か買取りか
迷っている方は

廃車が無料 引取 解体 抹消 永らくの安全運転、
お疲れさまでした!
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!!

お引っ越し
ご入院
相　続
事故が心配
家族の勧め 老若男女

大歓迎!!軽カー・高年式大歓迎

親切・安心



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

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

●制服貸与 ●車・バイク通勤可

●食品・雑貨の配送
 軽貨物ドライバー

詳細は面談にて!!

（派）14-300981

[応募]掲載終了後も随時受付しています。
　　　電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参下さい。

【勤務地】 愛川町（内陸工業団地） 【面接地】 愛川町(現地) 車・バイク
通勤OK

横浜市鶴見区鶴見中央4-29-17
第10下川ビル701号株式会社 フォレスト 045-947-3435

時給／1,200円以上（月収／30万円以上可）
時間／9：00～18：30、11：00～20：30
　　　※部署により交替勤務有
　　　23：00～翌8：00
休日／土曜、日曜、祝日、他当社カレンダーによる
待遇／社保完、昇給有、作業服貸与、ロッカー有

相模原市内からも橋を
渡ってスグの場所です!!

工場内
作業

下記参照　派遣社員

■簡単な機械操作　

●●20代～30代活躍中●●

夜勤出来る方歓迎

未経験でもスグ仕事に慣れます

下記参照　契約社員

［応募］まずはお気軽にお電話ください。

（採用担当）

長距離便と地場便の配送
（自動車部品、一部バラ積業務）

ドライバー募集

トヨタ自動車の物流子会社の当社で

安心・安定した環境で働きませんか!?

福利厚生も充実しています!!

正社員登用を前提とした募集ですので実績多数!

伊勢原市石田字下河内1740

愛知陸運㈱ 厚木営業所
0565-47-0305

昭和17年設立以来トラックによる貨物輸送を手掛け、東北から九州まで日本全国に
亘る物流ネットワーク。資本金／4億6500万円 年間売上／304億円（2016年度）

月収例／34万円以上可能（30才・入社1年目）
資　格／大型免許、フォークリフト免許
時　間／①8：00～17：00 ②20：00～翌5：00
　　　　※1年単位の変形労働制
休　日／年間休日110日
待　遇／賞与年2回、家族・残業・深夜割増手当、
　　　　退職金制度、交通費規定支給、
　　　　各種社会保険完備、各種手当有、車通勤可、
　　　　制服貸与、資格取得補助制度、
　　　　有料道路規定支給、寮・社宅規定支給、
　　　　トヨタグループ団体保険、
　　　　選択型福利厚生（カフェテリアプラン）

※詳細はお問合せ下さい地場便

長距離

主に関東圏
・

静岡県内

主に愛知
・

福島県内

今年で

75周年

時給／930円～
月収例／（週5日4h勤務）78,260円
時間／8：00～17：00の中で2h～8h（応相談）

アルバイト…日給／　　8,000円～　 10,000円
社　員………月給／170,000円～250,000円以上

麻溝台　パート・アルバイト・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。
　　　7/24(月)より9：00～18：00の間で受付。(担当／採用係)

042-701-0680㈹相模原市南区麻溝台7-24-62
エイブルビル1F

■厚生労働省認可(社)全国ハウスクリーニング協会正会員

㈱キャンテック シーエーリファイン 検索

【ホームページ】 http://ca-refine.jp/【メールアドレス】 info@ca-refine.jp

建物清掃スタッフと管理員さん募集
①マンション共用部の機械洗浄やルームクリーニング他

〈スタッフ、責任者候補〉3名～4名

②電車等を使ってマンション・寮・温泉施設等の清掃や管理員

横浜のマンション清掃員
1日4h3,800円×週3日

〈月収例〉48,000円＋交通費、他
熱海の温泉施設の清掃管理員
1日6h6,000円×週3日

〈月収例〉77,400円＋交通費、他

時間／8：00～18：00の中で8h　休日／週休2日制
待遇／昇給・賞与有、社保、退職金、他別途手当、交通費支給

例1

例
2

健康にとってもO
K

（経験者の声）

仕事帰りに温泉
にも入れるし、

旅行気分で通勤
出来る。

今まで行ってい
た東京と逆方向

なのがうれしい
（現場の声）

0120-018-502相模原市中央区田名8301-1 （採用担当）

[応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参下さい。※受付／月～金9：00～20：00

配送スタッフ

相模原センター http://www.ouchi.coop

★普免でOK（AT可）

ご案内スタッフ

休日／土曜、日曜　待遇／交通費全額支給、社会保険有、有給休暇、制服貸与、福利厚生制度有、日祝手当、車・バイク通勤OK

田名　パート・アルバイト

資料請求のあった方を中心にお宅へ
伺い、宅配の案内や手続きを行う
仕事です。（営業車を使用します）
全車ナビ付なので、地図が苦手な方も大丈夫ですよ♪

▶全職種 時給UPしました!! 土・日休み♪近隣の方男女共に大歓迎!!◀ ★週3日～OK

おうちCO-OP（生協の宅配）を
ご利用の方へ商品の配達を
行う仕事です。

倉庫片付けスタッフ

簡単な仕事なので

すぐに活躍出来ます♪

（夕方）

学生さん
大歓迎!!

時給／1,180円～
時間／9：15～17：30
　　　（4h～OK）

時給／1,140円～
時間／9：15～20：00
　　　（4h～OK）

時給／965円～
時間／16：00～20：00（2h～OK）

17時以降は

時給150円UP!

042-751-7732
特別養護老人ホーム
相模原市中央区中央5-3-18

担当／採用係
社会福祉法人　泰政会 泰政園

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）ご持参下さい。

■特養・デイサービス併設の介護福祉施設

中央　パート・アルバイト

http://taiseikai-web.com/

時給／1,030円～（特養・介護福祉士）
　 930円～※資格に応じて時給UP
時間／[早番]  7：00～16：00  [日勤]9：30～18：30
　　　[遅番]10：30～19：30  [デイサービス]8：20～16：20
待遇／昇給有、社保完、交通費規定内支給、
　　　処遇改善手当別途期末支給、制服貸与、車通勤可

未経験（無資格）からでも
始められる介護のお仕事!!

★週2日～OK

スタッフ募集

時間帯
応相談

相模原市中央区淵野辺4-3-16リラ淵野辺ビル2F
（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）

（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）

下記参照　アルバイト

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

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 定年退職の方大歓迎!

60才代も多数活躍中です

未経験者でも安心・充実の研修制度有

室内保安・私服保安
駐車場誘導・交通誘導スタッフ

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
　　（入社祝金他 別途支給）
★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）

10
法定研修費別途

支給

042-711-8261相模原市中央区田名塩田1-2-5 2F〈連絡先〉

[応募]7/24(月)より受付。まずはお電話下さい。受付時間／10：00～16：00
■産業廃棄物収集・運搬・処分業 http://www.dust-solution.com/

㈱ダストソリューション

①隔週休2日制

【勤務地】
緑区橋本台3-12-28

②週休2日制

4tドライバー
兼構内作業

簡単な
廃棄食品の
仕分け・清掃

構内作業

ルート回収
（2t・4tドライバー）

※試用
期間有

幅広い年代の方が
活躍中!!

下記参照　社員・パート・アルバイト

時給／1,100円
時間／8：30～17：00（休憩2h）
　　　※実働6.5h
休日／日曜

時給／930円
時間／9：00～12：00
　　　※多少前後有

給与／27.7万円～

給与／25.5万円～

待遇／昇給、賞与有、社保完、交通費規定内支給、ユニフォーム貸与、車通勤可

待遇／交通費規定内支給、制服貸与、車・バイク通勤可

資格／要中型免許（8t未満）　休日／日曜、他当社カレンダーに依る
時間／6：00～17：30（休憩有）※コースにより時間多少変動有

①隔週休2日制

【勤務地】
中央区田名8529-1

【勤務地】緑区橋本台3-12-28

【勤務地】内陸工業団地

②週休2日制

給与／27.7万円～

給与／25.5万円～
資格／要中型免許（8t未満）　休日／日曜、他当社カレンダーに依る
時間／4：00～15：30（休憩有）※コースにより時間多少変動有

週1～5日で
応相談

有休
消化率
100%!!

Wワーク
にも
最適!!

時給／950円★深夜手当
時間／9：00～14：00
　　 18：00～23：00
休日／シフト制

［応募］9：00～23：00の間で受付。
　　　電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参下さい。（採用／早瀬・片岡）

相模原市緑区下九沢2030-3とり道楽
ミクロフェニックスジャパン㈱ 042-713-3812

待遇／社保完、車通勤可、交通費支給、制服貸与 ★まかない付

月給／180,000円～＋手当＋残業代
時間／9：00～24：00の間でシフト制  休日／週1日、他

下九沢　社員・パート・アルバイト

週1日～
OK

総合建物解体業 http://www.rikiken.com/
自社保有最新の重機10台、トラック30台有

　㈱リキケン 相模原市南区新磯野436-1 042-705-2700

[応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参でご来社下さい。 9時～18時の間で受付。

新
磯
野

丘
整
形
外
科

相
武
台

高
校
前

相
模
台

5
丁
目

当社

給与／30万円～※経験による 給与／30万円～※経験・能力考慮します。

給与／ 30万円～※経験・能力考慮します。

年令／45才未満迄（省令3号のイ）　時間／8：00～17：00　休日／日曜、GW、夏季、年末年始　待遇／社保完備、作業服貸与

◆解体作業スタッフ 解体作業・重機オペレーターの
経験ある方大歓迎!

◆10tダンプ運転手
要普免（AT限定不可）
未経験の方大歓迎!!◆重機オペレーター

仕事は基礎から教えるので短期で技術を身につけられます!

現在お仕事されている方、勤務開始日等ご相談下さい

3名

2名

★要普免

年令不問

新磯野　社員

大山町　パート・アルバイト

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）
●他のサービスとの併用不可
●厚木店のみ使用可

キ
　
リ
　
ト
　
リ

【有効期限】 2017年7月31日迄 RP7/23

切り抜いてお持ちください

夏バラが見頃を迎えています 自家製氷のかき氷

★いちごベリー　　　★濃厚抹茶
★マンゴーピューレ　 ★黒蜜きなこ
★グレープフルーツ　 ★山形のラ・フランスソース

練乳ミルク
＋100円

特製ふわふわ仕様のかき氷機を導入しました!デザート付きコースでもお選びいただけます

期間

限定

厚木市山際　CM

500円


