
［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。メールでの応募も可。

相模原市中央区宮下3-16-18

042-703-3422
（担当／久保田）MAIL▶info@itsjapan.co.jp

日給／1万円～

宮下　社員・アルバイト

㈱ITS・JAPAN

月給／24万円～※経験者優遇
時間／9：00～18：00
休日／完全週休2日、GW、夏季、年末年始
待遇／昇給有、社保完、有給休暇、
　　　交通費支給、車通勤OK、
　　　資格取得支援有（会社負担規定有）

残業・早出なし

試用期間有

3tドライバー
〈社員〉

急募

土・日・祝も受付中

幅広い年代の方活躍中
!

1日数件

同時
募集

愛甲郡愛川町半原695（上溝・南橋本・本厚木駅より車40分）
■きのこ栽培（年中無休）

時給／956円
時間／8：00～17：00★勤務日数応相談

時給／956円
時間／ 10：30～16：00位まで

㈲半原きのこ園

愛川町半原　パート

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

046-280-0031

きのこ栽培作業スタッフ 配送スタッフ（ルート固定）
体を動かす事が好きな方にピッタリ!
20代～50代男女活躍中!!

※週2～3日

主婦（夫）の方歓迎!!★車通勤可

★社保完

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

（採用係）陽だまりの家 渕野辺 042-707-1761

土・日・祝だけでもOK!! 積極採用中。
★6～8h勤務もOK
★週2～3日程度の勤務!! ★Wワーク・扶養内OK

夜勤介護職員

日勤介護職員

時給／1,000円～
　　　（資格・経験に応じて優遇）
資格／ヘルパー2級以上
時間／9：00～18：00（実働8h）
待遇／交通費全額支給、車通勤可

淵野辺　パート

日給／17,500円～ ★週1日～OK

時給／970円以上
時間／9：00～17：00（時短勤務応相談）
休日／第1・3土曜、日曜、祝日、夏季、年末年始
待遇／昇給有、社保完、年休有、交通費支給、
　　　ユニフォーム貸与、車通勤OK

清掃パートさん募集

同時募集

〈事務室内清掃〉 入社日応相談

◆一般食品・健康食品の
手詰・包装作業

下記参照　パート

046-284-1326

[応募]電話連絡の上、履歴書持参でご来社下さい。9/19(火)より受付。

応募問合せ

http://www.narumiya20.co.jp

勤 務 地
【厚木工場】愛甲郡愛川町中津桜台4018(内陸工業団地内)

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

日給／10,000円～11,500円
時間／20：00～翌5：00

日給／9,000円～10,500円
時間／8：00～17：00

042-703-6386トウケイ株式会社
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202

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

早く終わっても日給保証
初めての方でもしっかり働けます!!

警備スタッフ

②夜勤

①日勤

注目

（資格取得料は会社で負担）資格を取って給料UP!昇給あり!!

★未経験大歓迎
★週3日～OK
★Wワークも歓迎!!
★研修中は昼食付
★社員登用制度有

入社祝金
7万円
（研修手当含）

資格保持
者

手当有

寮希望の方

応相談

㈱ホース流通商事
相模原市中央区横山3-33-7横山営業所

［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／採用係
■運送業

042-707-7428
相模原市中央区清新6-9-1相模原営業所 042-700-4467

待遇／昇給、賞与年2回、社保完、交通費規定内支給、車通勤可

3t
正社員

経験・年令は一切不問!!
アルバイトから正社員まで

働き方選べます。

加工食品・
雑貨のルート配送
（神奈川県内及び近郊）

加工食品・雑貨のルート配送（神奈川県内及び近郊）

4t

ホース流通商事

清新・横山　アルバイト・社員

日給／6,000円～
時間／4：00～9：30※多少前後有

月給／30万円～
時間／13：00～
休日／月6日（基本日曜、他2日）

〈パワーゲート付〉
カゴ車配送

月給／25万円～28万円＋手当
時間／15：00～
休日／週休2日（日曜・木曜）

2t・
3t

日給／8,000円～13,500円
時間／13：00～（6時間からOK）

3t

アルバイト
WワークOK

週2～3日
程度でも可

衣類・雑貨の配送

042-772-0666

南橋本

◎年令不問
◎普免あれば尚可

パート募集（事務員）

学校行事など急なお休みにも対応出来ます!!

　パート

時給／960円～
時間／9：00～17：30※応相談
休日／土曜、日曜、祝日、GW、夏季、年末年始
待遇／昇給、賞与年2回、交通費規定支給、
　　　昼食費補助有、制服貸与、車通勤可

相模原市中央区南橋本4-3-8㈱尾崎製作所
［応募］9/19（火）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。

経験者
優遇

入力程度の
PC操作出来る方

042-784-0326相模原市緑区三ヶ木492

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。9/19(火)8:00より受付致します。

ニホンターフメンテナンス 株式会社

給与／180,000円～
　　　※試用期間有
時間／7：00～16：00
　　　(早出・残業…月10h未満別途支給)
休日／月8日
待遇／賞与年2回、社保完、車通勤可、
　　　有給休暇、各種手当（試用期間後）

《ゴルフ場のコース管理業務》

朝早いけど交通量が少ないのでラクラク出勤♪

【勤務地】津久井湖ゴルフ倶楽部内

正社員募集

契約社員同時募集

芝刈り機で芝生を刈る等の作業

下記参照　社員・契約

※要普免

（担当／伊藤）

新卒の方も
大歓迎!!

未経験者
大歓迎!!

下記参照　社員・アルバイト

［応募］電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参でご来社下さい。

相模原市中央区田名7147-1
（新宿小学校ウラ）㈲伸和トラスト

本社営業所 042-762-0156 担当／採用係

待遇／賞与年2回（業績による）、社保完、
　　　ライフプラン手当、有給休暇、
　　　車通勤可、交通費支給（当社規定）、
　　　年1回無事故手当支給

●要普免（H19年6月～取得者は中型免許）
●定年65才、再雇用有

週払い相談可

アルバイト
ドライバー
も同時募集

週1日～OK

※時間応相談
〈4t〉 

時給／1,200円　休日／日曜、祝日
時間／9：00～18：00（休憩1h）

月給／30万円～　
時間／17：00～、
　　　18：00～
休日／週休制、隔週2日制
　　　…詳細は面談にて

月給／27万円～　時間／10：30～

フォークリフト
オペレーター（リーチ式）

（カゴ配送）
4t配送ドライバー

4tお菓子配送

横浜営業所（瀬谷）も同時募集

1

2

3

30代～50代
活躍中!!

未経験の方
大歓迎!!

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

■運送業

042-851-4240

●制服貸与　●車・バイク通勤可

【配達エリア】宮前区付近

その他強化エリア▶座間・町田
※詳細はお問合せ下さい

日給／18,000円
時間／8：00～21：00（休憩有）
休日／シフト制

下記参照

新規事業立ち上げ

につき大量募集!!

軽貨物ドライバー
オープニングスタッ

フ限定!!
最低保障

相生　社員

月給／240,000円～
　　　（資格手当・実務経験手当等有）
時間／8：30～17：30（休憩1h）
休日／土曜、日曜、夏季、年末年始、有給休暇
待遇／社保完、交通費規定内支給、昇給

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

①機能訓練指導員 ②生活相談員

相模原市中央区
相生2-16-11-1F 042-704-9474

■通所介護・予防通所介護 リハビリテーション■通所介護・予防通所介護 リハビリテーション
介護week介護week

資格／理学療法士・作業療法士・
　　　言語聴覚師・柔道整復師・
　　　あん摩マッサージ指圧師・
　　　看護師・准看護師のいずれか

資格／社会福祉士、
　　　精神保健福祉士、
　　　社会福祉主事任用資格
　　　のいずれか

NEWスタッフ募集

今年3月に
オープンしたばかり!!

研修費
負担制度有

〒252-0143
相模原市緑区橋本8-1-1

本社：

0120-177-166

◉入社日応相談 ◉未経験者歓迎

【同時募集】地域PRスタッフ募集
　　　　　（詳細はお問合せ下さい）

ご来館のお客様対応、清掃、他

★週4日位の勤務、土・日・祝出来る方歓迎

【面接・勤務地】
南区南台3-8-1

未経験スタートの方多数活躍中!!女性活躍しています

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

※委細面談

フロントスタッフ

南台　パート

時給／950円～※研修期間有
時間／9：30～17：30（多少前後有）
休日／シフト制

◉制服貸与

月1回の
フリー

休日制有!!

042-777-5137相模原市中央区田名塩田4-11-3（カインズホーム近く）

■繊維製品のクリーニング＆リース、リネンサプライ業

㈱デイベンロイ相模原営業所

[応募]電話連絡の上、履歴書(写貼)持参下さい。履歴書返却不可。

給与／20万円～24万円※試用期間有
時間／8：00～16：30　資格／要中型免許
休日／毎週日曜、隔週土曜、別途月1回フリー休暇有
待遇／昇給年1回、賞与年2回、社会保険完備、
　　　交通費規定支給、退職金制度有、有給休暇有、車通勤可（駐車場完備）

主に固定取引先（ホテルや飲食店）へ
繊維製品等の集配及びルートセールス

田名塩田　社員

ルート配送正社員
募集

未経験の方もすぐに活躍出来ます!!女性・中高年も活躍中!!

有限会社アステ
精密板金加工・製缶

相模原市中央区田名塩田4-19-6 042-777-6252

[応募]電話連絡の上、履歴書持参でご来社下さい。

給与／180,000円～300,000円
　　　（残業代含） ※試用期間有
時間／8：25～17：30（残業有）
休日／第2・4土曜、日曜、祝日(会社カレンダーによる)、
　　　夏季、年末年始
待遇／昇給年1回、労災・雇用保険有、各種手当有、
　　　有給休暇、交通費支給、マイカー通勤可

■溶接（アルゴン・半自動）

田名塩田　社員・パート・アルバイト

パート・アルバイト
での勤務も可!!
※詳細は

お問合せ下さい。

アステ

冷暖房
完備!!

未経験者可！勤務開始日相談下さい。

正 社 員 募 集

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

氷川町　パート

ケアマネージャー募集

家庭と仕事を両立出来ます!!
資格・経験が活かせてやりがいのあるお仕事です。

ホームヘルパーさん

同時募集 在宅で頑張る利用者様を支えるお仕事です!!

【パート】

【非常勤】

時給／身体介護1,701円～
　　　生活援助1,326円～
資格／ヘルパー2級（介護職員初任者研修）以上

★日・祝・夜間
　時給UP!!
★処遇改善手当有

★午前のみ・午後のみ
　半日勤務もOK
★正社員登用有

待遇／交通費別途支給、車通勤可

給与／250,000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
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

★入社日応相談
★委細面談

※月23日稼働

①下水処理場の
　維持管理業務

②ドライバー
正社員募集

下記参照　社員

一般・産業廃棄物の収集・運搬

※要普免



相模原市中央区相生3-13-5 サンエイト相生201

[応募]お気軽にお電話下さい。

※要普通一種免許
（二種免・ヘルパー資格

尚可）

【面接場所】

㈱スマイル介護サービス スマイル光が丘
042-748-8933

（平成28年9月～）

時給／1,000円 ※交通費1日300円
時間／7：00～9：00、12：30～15：30
勤務／週3日（月・水・金）

安全運転に
自信のある方!

下記参照　パート

新規事業
★カーナビが操作できる方
★メールができる方

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〉

麻溝台　社員・パート・アルバイト

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

■場内作業員
給与／当社規定に依る
時間／8：00～18：00
待遇／作業服貸与、食事支給
休日／第2土曜、日曜、祝日、夏季、年末年始、GW

■2t・4tドライバー
★自動車解体経験者歓迎!!
固定先のルート配送（関東・東海）

■事務員さん PC経験
ある方尚可

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

全車カゴ車・パワーゲート付!荷下ろしも問題ナシ!!

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）

月収／25万円＋諸手当有
例）平均29.5万円4t

例）平均34.5万円
月収／30万円＋諸手当有

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

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

4t・大型
ドライバー
募集 大型

50才位迄の方活躍してます!

会社見学OK!! 入社日応相談

1つ1つの経験があなたの成長へとつながります!!

安心充実

下記参照　パート・社員

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）、資格証のコピー持参でご来社下さい。
相模原市緑区相原2-32-6ケア24 さくら 042-703-0662

働き方など
ご相談下さい!!

登録制ヘルパー
〈訪問介護事業所〉

時給／【生活援助】1,300円～
　　　【身体介護】1,800円～
資格／ヘルパー2級（介護職員初任者研修）以上

土・日出来る方積極採用中
もちろん平日のみもOK!

土曜・日曜
時給UP!!

男女共に
活躍中♪

正社員同時募集 詳細はお問い合わせ下さい。

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

待遇／雇用・労災保険・社保有
［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

10t 休日／シフト制

4t

2t 急募!!

大手宅配業者センター間輸送定期便

カーディーラーへの部品ルート配送

カゴ積み・降ろしのセンター便

ホームページからのお問い合わせ、ご応募も可!! 昇領

［内容］カゴ台車積み降ろし業務
時間／5：00～　休日／火曜

時間／7：00～
休日／日曜、祝日、夏季、年末年始、GW

週払い
相談可
（期間限定）

月収／275,000円～（25日稼働）

時給／1,000円～
時間／9：30～15：00の間で3h～OK
待遇／交通費規定内支給、制服貸与、
　　　従業員割引、まかない有、車通勤可

相模原市南区
当麻1594

ひょうろくだ ま ［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来店下さい。

パートさん募集

土・日・祝のみの勤務です
（いずれかだけでも可!）

「アットホーム」な環境です。20代～60代活躍中!!

★短期も可

当麻　パート

【定休日／火曜】

調理補助・接客

[不在時]
担当

ナカジマ

042-778-1572
070-2171-7111

■半日型デイサービス
■指定居宅介護事業所

［応募］お気軽にお問い合わせ下さい。（月）～（金）、8：30～18：30受付。（留守電の場合有）担当／菊波

在宅
ケアマネージャー

月給／230,000円～
　　　※試用期間有

時間／8：30～17：30

休日／土曜、日曜、祝日 ★車通勤可

若干名

時給／1,000円～※試用期間有
資格／要普免
時間／8：15～17：15、9：15～18：15
勤務／月～金の希望シフト制
　　　※時間応相談

★週2日～OK!! 扶養内勤務可
食事介助がない半日型デイサービスです

デイサービススタッフ

★ミニボーナス有!

横山台　社員・パート

㈱ファミリーホーム
ユーボックス

湯～BOX 相模原市中央区横山台1-43-17 042-786-0265

急募 急募

待遇／交通費規定内支給、社会保険完備

秋の
スタッフ
大募集

[応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参でご来社下さい。9/19(火)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

働くママ・パパも大活躍中! 若く独立心ある方もOK! パート大歓迎!!

早い者勝ち!!

人に使われない、景気に左右されない、自分のペースで
仕事が出来る等々…。だけど責任感はある…
そんなあなたを完全応援します。

□3ヶ月～半年位で仕事を覚えてもらいます。

□開業初期費用10万円位（簡単な清掃道具費）必要です。
□移動に使える車（軽）等お持ち、又は買える方。　　
□ロイヤリティーはありません!!一緒に成長して行きたいから。
□50代～60代の仲間もいます。自分のペースでOK!

下記参照　独立・パート・アルバイト

ハウスクリーニングで独立開業
日給／8,000円以上 ※手当別途有
時間／8：00～17：00位　勤務／週2～5日
月収例…

月収例…
（出来高制）

◆アルバイト（好条件にて）

215,000円～300,000円以上
■週5～6日出来る方
120,000円～160,000円以上
■週2～3日出来る方

79,980円～172,000円
■週5日4h～8h勤務

条件
フランチャイズ店にある様な
自分で営業をやる必要は

ありません。
私共が100%仕事を
用意します。

一般労働者派遣事業（派）14-09-0014
一般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]まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

〒252-0231 相模原市中央区相模原4-2-17江成ビル3F

休日／土曜、日曜、祝日、他会社カレンダー
待遇／社会保険完備、有給休暇、制服貸与、交通費支給（会社規定）、休憩スペース有、
　　　ロッカー貸与、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）

★安心の職場見学開催中 【勤務地】町田市小山ヶ丘（多摩境駅徒歩12分）

①製品の簡単加工 ②ガラス材を扱う軽作業
9月入社限定!入社祝金10万円支給!

医療機関で使われる小さいガラス製品を
簡単な機械操作で形を整えるお仕事!

材料を拭いたりくっつけたりするお仕事!
座り作業が多いので体への負担もありません!

オフィスのようなキレイな部屋での勤務!

時給／1,200円 （残業時給1,500円）※皆勤手当5,000円
時間／9：00～17：30

時給／1,400円 （残業時給1,750円）※皆勤手当10,000円
時間／9：00～17：30

下記参照　派遣

冷暖房完備!
20代～30代
男女活躍中!

男性

活躍中!
女性

活躍中!

[応募]電話連絡の上、履歴書持参でご来社下さい。
■製缶・横型・門型・五面・大型機械加工

相模原市中央区田名6796-1（田名高校前） 042-762-1426
株式会社久留米製作所

給与／20万円～35万円（残業代別途支給）
　　　※経験により優遇します
時間／8：15～17：00（残業有）
休日／隔週土曜、日曜、祝日、夏季（5日間以上）、
　　　年末年始、GW
待遇／昇給年1回、賞与年2回、各種社保完備、
　　　交通費全額支給、マイカー通勤可

※試用期間有

NC（マシニングセンタ）の機械を操作して
金属加工を行って頂きます。

半自動溶接機（Co2）を使用して
溶接を行って頂きます。

◆機械オペレーター

◆溶接工

新工場開設につきNEWスタッフ募集
幅広い年齢層が活躍中!!

田名　社員

★資格不問
★経験あれば尚可

勤務開始日相談下さい。経験が浅い方、ブランクある方も大歓迎!

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

1勤務／14,000円（指導期間有）
資格／初任者研修（ヘルパー2級）以上
時間／18：00～翌9：30

★週1日～OK ★WワークOK

共和　社員・パート

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。

資格／初任者研修（ヘルパー2級）以上 [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
休日／[正]完全週休2日（希望シフト制） [パ]希望シフト制

■デイサービス介護スタッフ

★扶養内対応可 ★社保加入制度有

給与／[正]月給175,000円～※処遇改善手当含む（試用期間有）
　　　[パ]時給1,000円～

時間／[正]9：00～17：00
　　　[パ]9：00～17：00の間で希望に出来るだけ合わせます
　　　【勤務例】（A）9：00～13：00 （B）13：00～17：00
休日／[正]週休2日 [パ]希望シフト制

給与／[正]月給220,000円～※正看護師資格手当10,000円
　　　[パ]時給1,400円～ ★土・日出来る方歓迎

■夜勤専属スタッフ【パート】

■看護師

【正社員・パート】

【正社員・パート】

水・木・日
出来る方歓迎

（いずれか1日でもOK!）

㈱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〉

並木　パート

時給／956円～1,300円※試用期間有
資格／要普免　時間／9：00～19：00(相談可)

不動産賃貸管理 ◆一般事務

社長自ら「社員を甘やかします。」と言い切っています…が、社員曰く
「社長がみんなに甘えていますよ♪」とのこと。和気あいあい、みんなで楽しくやっています。　　　

【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

［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。●冷暖房完備なので快適です!

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

20代～60代の方多数活躍中!

※試用期間3ヶ月有

下記参照　社員・パート
いざ!! 物作りの現場へ!!
技術を身に付けませんか?

◎第3工場

◎第2工場

◎本社

◎第2工場

■溶接工（CO2）

■ベンダー ■アルゴン

■レーザーオペレーター

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

20代女性活躍中!!

未経験者可!

給与

18万円～31万円（残業代含）
※試用期間3ヶ月は時給930円
（経験者は1,150円以上）

ダスキン　スタッフ

相模原市中央区淵野辺本町3-22-16
ダスキンサンライズ株式

会社 0120-150-518
042-753-0518

[応募]面接ご希望の方は、電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参でご来社下さい。

時給／1,100円以上（見習い期間3ヶ月1,000円）
時間／9：00～16：00位（週3日※火・木・金）

時給／1,000円以上
時間／午前中3、4h勤務（週1日～）

嬉しい土・日・祝休み!働きやすい時間帯なのでご家庭とも両立できます

【ルートコース】相模原市内、一部町田

下記参照　パート

業務レンタル

家庭レンタル

休日／土曜、日曜、祝日、夏季、年末年始
[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

※詳細はお問合せ下さい。

下記参照　委託

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）

給与／完全出来高制
配達個数保証有（当社規定による）

【1個あたり140円／車持込の方】

①座間郵便局内
②相模原郵便局内 ③大和郵便局内郵便小包の配達

未経験OK


