
時給／1,100円
時間／8：30～17：30
勤務／月～金の間で週3日からOK!
　　　（土・日・祝休み）

相模原市中央区相模原2-3-16
㈱プラス・ワン

［応募］本日より受付。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

西橋本　派遣

①化粧品の箱詰め・シール貼り

時給／1,050円
時間／11：00～20：00
勤務／月～金の週5日
　　　（土・日・祝休み）

②小型医療機器のピッキング

超カンタン!未経験の主婦さんも大活躍♪

勤務地／緑区西橋本（JR・京王「橋本」駅より徒歩20分、バス10分）

週払いOK

あと5名! あと2名!

待遇／社保完、交通費（規定内）支給、バイク・自転車通勤可

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

山口自動車㈱ YM物流
※不在時折り返しの
　ご連絡は携帯の場合有042-780-8341 090-6507-6023

相模原市緑区
根小屋1930-1

全車ドライブ
レコーダー搭載!!

日給／6,500円　資格／中型免許
時間／9：00～15：00（実働5h）
休日／土曜、日曜、祝日、GW、夏季、
　　　年末年始、給食が無い日
待遇／車通勤OK、制服貸与

キャスター付のコンテナで楽々納品♪
給食配送スタッフ【2t】

下記参照　社員・パート・アルバイト

※詳細面談

厚木市山際　CM

●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11月26日迄 RP11/19

切り抜いてお持ちください

お食事ご注文の方全員に
自家製季節の
デザートをサービス!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

046-245-1341
【営業時間】11時～22時（L.O21時半）

迎えています
秋バラが見ごろを

移動が多い為留守電にご伝言をお願いします。追ってご連絡致します。
042-711-9043090-6507-2123

相模原市中央区田名9281-2
アカネトランスポート 株式会社

［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
■一般貨物運送・貨物運送取扱業

（オオモト）

※試用期間有
待遇／昇給・賞与有（業績による）、社保完、制服貸与、車・バイク通勤可、
　　　交通費規定内支給、皆勤・無事故手当、他

下記参照　社員

月給／250,000円～
時間／8：30～17：00 ※多少前後有
休日／日曜、祝日、他会社カレンダーによる
　　　

4tウィング
手積みはほぼ無いので
体力使うしんどい仕事では
ありません!!

月給／240,000円～
時間／6：30～（実働8h）
　　　※始業時間は相談可
休日／週休2日、週休1日
　　　週休1日＋他2日

（1日2～3件配送）

普通
免許で
OK♪

男女共に
大歓迎!!

2t平ボディ

選べます!!

早く終わることもあります。
しかも!! 早く終わっても
その日の日給は変わらず保障。

働きやすい日勤のお仕事!!

｝

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。 

愛甲郡愛川町中津1051-1

スリーエスジャパン㈱スピードコーポレーション

046-265-0700
http://www.sss707663.jp

日給／8,000円～
　13,000円
時間／8：00～17：00
　　　（終了次第）

作業員

50代～60代活躍中!

●週1日～OK
●日払い応相談

下記参照　パート・アルバイト

未経験の方でも
出来るお仕事です

高齢の方も歓迎

下記参照　CM

家賃／62,000円（1ヶ月）
相模原市中央区田名7363-7
コーポつくしⅠ 302号

色々相談可能です!

（小川）
（不在の場合）

▼3DK

★即入居可 ★角部屋
JR相模線「番田駅」徒歩15分

042-762-4402 090-5333-1881連絡先

賃貸アパート 入居者募集

0円 0円
洋間1

押入

DK

洗面脱衣

トイレ

玄関

洋間2

下足入

バルコニー

物入

UB

和室

バルコニー
給湯器

PS

http://www.ciel-c.jp mail/ciel@ciel-c.com

相模原市中央区上溝3-20-22-4F
株式会社 シエル

アートフラワーを使用した

ウエルカムボードやリングピローの製作

パッケージ作業等

★週1回車での引取・納品できる方 ※専用駐車場有
★室内でペットを飼っている方はご相談ください。

上溝　内職

［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

内職さん募集

050-5525-0938

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

下記参照　社員

冷暖房完備なので
快適です給与／18万円～31万円（残業代含）

　　※試用期間3ヶ月は時給956円
　　（経験者は1,150円以上）

〈本社〉

■溶接工（CO2）

〈第2工場〉

■レーザー
　オペレーター

経験者の方も未経験者も活躍できます!

【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5953-4

042-764-3408042-778-5748

［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。

20代～60代の方

多数活躍中!

■サービス付き高齢者向け住宅

相愛なごみ館 訪問介護事業所 相模原市南区
当麻1306-1 042-778-3586

給与・時給／当施設規定による
正職員待遇／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

訪問介護員

●正職員

●パート 時間／3h～

資格／初任者研修（旧ヘルパー2級以上）

●夜勤専従 時間／16：45～翌9：15

時間／7：00～16：00、9：00～18：00
　　 11：00～20：00、16：45～翌9：15

当麻　職員

原
当
麻
駅

県立
相模原
公園

相模原
沈殿池

相模原
ギオン
スタジアム

麻溝小学校
入口

稲
荷
神
社

金
相
寺

新
中
丸
橋

原
当
麻
駅

東
入
口

相愛
なごみ館

相愛病院

まずはお気軽に
お問合せ下さい

下記参照　派遣

時給／1,200円（2ヶ月経過後1,150円）
　　　月収／76,800円（時給／1,200円×4h×16日）
時間／9：00～13：00、13：00～17：00
　　　（8：00～17：00、9：00～18：00も可）
　　　※フルタイム歓迎
待遇／食堂有、制服貸与、前払い制度有（規定）、
　　　車・バイク・自転車通勤OK

相模原市南区相模大野3-19-13
■派遣業/派-33-010057

株式会社グロップ 相模原オフィス/0003 0120-700-700

［応募］お気軽にお電話ください。※30日以下・週20h未満の勤務の方は日雇派遣の例外対象に限る

■週2日・4h～OK!午前or午後のみもOK! ■仕事掛け持ち・家事とも両立可能!
今なら

サンエール相模原（「橋本駅」
徒歩10分）、他 現地周辺で
面接会を開催中!
履歴書・写真不要!!

かんたん仕分け・値札付け作業
商品をトレーに並べたり、値札を付けるだけの
室内軽作業!重たい物は一切なし。女性活躍中!!

【勤務地】相模原市中央区

この時期のお仕事NO.1!! 新規事業につきNEWスタッフ大募集!!

午前中4h…
　　　　時給／1,100円

無料送迎バス有

◀音声案内後、ダイヤル2番
No.RP1119AS

短時間も
フルもOK

希望出せる
シフト制

〒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

微生物検査業務における
検査補助

時給／960円～1,300円
時間／9：00～17：00
休日／土曜、日曜、祝日　待遇／交通費支給

パート急募

橋本台　パート

H29年12月～
H30年  3月

【期 間】

[応募]電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参下さい。11/20（月）より受付。
はく

白鷹運輸㈱
よう

［面接地］本　社／相模原市中央区東淵野辺5-2-8
［勤務地］営業所／相模原市南区麻溝台3655

042-754-9299
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古淵駅←至淵野辺

セブン
イレブン

本社

麻溝台　社員

月給／27万円～36万円
時間／8：00～17：00（早出・残業有）
休日／会社指定土曜、日曜、祝日、GW、夏季、年末年始
待遇／社保完備、賞与年2回、交通費支給、
　　　各種手当有、車通勤可

※試用期間有

4tドライバー募集
フォーク
免許

お持ちの方
優遇!!

相模原市南区新磯野301（若草中学校の裏すぐそば）

〈繋がらない場合〉
㈱横山建材

［応募］日曜日から随時受付。電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

090-7706-0363 046-245-4767

麻溝台8
総合体育館

女子美大

若草中当社

新磯野　

（若干名）■男女ドライバー

日勤10tダンプ
ドライバー募集

●入社日応相談給与／25万円～35万円　資格／要大型免許　
時間／仕事内容により異なる　休日／日曜、GW、夏季、年末年始
待遇／詳細は面談にて、マイカー通勤可、社会保険完備

男女問わず
大活躍中!!

※委細面談



時給／960円
時間／9：00～16：00（応相談）
休日／土曜、日曜、祝日、GW、夏季、冬季
待遇／作業服貸与

042-703-0870相模原市緑区橋本台2-1-31

[応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参下さい。

株式会社　サガミテクニカル
http://www.sagamitechnical.co.jp/

組付・梱包・出荷準備他、簡単な機械操作あり
金属部品の軽作業

未経験者大歓迎!
30代～6

0代

元気な女
性

活躍中!!

※詳しくはHPをご覧下さい

★扶養範囲内可 ★週3日からOK

橋本台　パート
学校行事、ご家庭の都合など臨機応変に対応致します。

[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。

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】

下記参照　委託

男女共にシニア世代大歓迎です!!
まだまだ元気で働けるのに年令で諦めていた方

配達車貸与

郵便小包の配達

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。11/20(月)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!!

042-758-0850相模原市中央区中央5-8-1

■国家試験免除・一般教育訓練指定講座

★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
E-mail　sagami@seishou.ac.jp

11月25日（土） パエリヤ、サラダ

12月  9日（土） ローストチキン、
クラムチャウダー

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　

昼間部1年、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

4月生願書受付中!!
〈昼・夜〉

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

1班3名の少人数での
実習授業が魅力

田名　社員

相模原市中央区田名9843-9
（JR相模線「番田駅」より徒歩15分）

株式会社 木村梱包運輸
［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）ご持参下さい。（担当／採用係）

2tドライバーも同時募集

ドライバー募集

042-778-5681
http://www.kimura-shouji.co.jp/group/kimurakonpou/

建築資材・一般雑貨・食品配送

月給／27.3万円～40.8万円

時間／車種によって時間は異なります。
　　　運行スケジュールに関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
休日／週休1日、週休2日 シフト制（土・日・祝休みの仕事もあります）
待遇／昇給年3回、賞与年2回、無事故手当有、社保完、
　　　資格取得支援制度有、皆勤手当有、寮完備、マイカー通勤OK

■4t
月給／30万円～49万円■大型

中型・大型資格取
得

支援制度有!!

配送区間内、
会社負担にて
高速使用

【本社】相模原市中央区横山4-1-1
　　　(JR相模原駅徒歩15分)

アイシス　相模原

■一般貨物自動車運送事業
[応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参でご来社下さい。

※規定有

※試用期間有

★普通免許可

042-769-8121
0120-96-3062

■4tウイング
■4t冷蔵車
■3tユニック
■2tAT車
■10t

有限会社

※時間・日数応相談 例）9～16時前後（実働6h）

疑問・質問面談にて
全てお答え致します。

横山　社員

月給／28万円～30万円以上
休日／日曜、祝日、GW、夏季、年末年始
待遇／昇給有、資格取得支援制度有、社保完、制服貸与、
　　　無事故・皆勤・残業・評価手当有、交通費支給、車通勤可

時間／5:00～15：00

時間／2：00～12：00

時間／5：00～15：00

時間／5：00～15：00

時間／5：00～15：00

お気軽に
ご相談下さい

テレフォンアポインター

★完全禁煙でキレイなオフィス（喫煙所有）
★服装・髪型・ネイル自由

【同時募集】営業スタッフ
※詳細はお問合せ下さい

相模原市中央区南橋本3-9-6
久野ビル201㈱Legame（レガーメ）

■寝具の販売・クリーニング・加工
［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／篠﨑

0800-800-6693http://www.office-legame.jp/

南橋本　アルバイト・パート・社員

参加自由の親睦会なども有!

分からない事は

すぐに聞ける

アットホームな雰囲気の

会社です♪

1日3h～、週3日～OK 扶養範囲内で働けます。

時給／1,100円※研修期間980円
時間／9：00～17：00の間で3h～OK
　　　（時間は自由に選べます）
休日／土曜、日曜、祝日
待遇／交通費規定支給、車通勤OK、
　　　売上に応じた報奨金有

自由に選べるシフト制

未経験からのスタート大歓迎♪
30代～60代

女性活躍中!!

即日
勤務OK

042-752-2742
相模原市南区大野台1-3-12

ランドリー

★11月19日（日）より受付致します。（9：00～18：00の間）
［応募］電話連絡の上、履歴書ご持参下さい。 担当／荒木・三橋 ◎詳細は面談にて

下記参照　

時給／956円～
　　　※試用期間・研修期間有
時間／10：00～19：00

クリーニング受付スタッフ

週2～3日の
勤務でOK!

ニトリモール相模原店内

未経験大歓迎!丁寧に教えるので安心です!お近くの方歓迎!!

クリーニング店オーナー募集!! 【仕事内容】クリーニング取次

（店舗付）
貸住宅

◎子どもが小さい方などにも最適なお仕事!! ◎内職よりお得!!
◎家にいながら、家事をしながら副収入♪

家賃／58,000円 上九沢4-122
【間取】3DK+店舗（駐車場付）
★自販機収入有

※ペット不可
開店資金は
かかりません

現在

盛業中

042-752-2742
相模原市南区大野台1-3-12

ランドリー

★11月19日（日）より受付致します。（9：00～18：00の間）

大野台　

時給／956円～
　　　  ※試用期間・研修期間有

資格／要普免
時間／13：00～17：00位

男女ルート配送スタッフ募集!!
大野台 普通乗用車が

運転出来れば
大丈夫です

店舗間の配送なので安心して働けます!

週3～4日出来る方
（勤務日応相談）

◎嬉しいクリーニング社員割引有

［応募］電話連絡の上、履歴書ご持参下さい。 担当／荒木・三橋 ◎詳細は面談にて

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。

営業アシスタント

簡単な仕事なので頑張ってます。

65才以上の方もOK 男女問わず 未経験者OK

あなたも

チャレンジして

みませんか?

下記参照　非常勤

[応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)ご持参下さい。11/20(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
応募受付

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

勤務地
③ひびき相模原市中央区矢部2-1-7(JR矢部駅より徒歩7分）

①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)

②ひばり相模原市中央区田名2750-14 三菱重工㈱様近く(JR橋本駅よりバス「葛輪」停歩8分)

グループホーム職員募集!!

時給／1,000円～＋他手当有
時間／[日勤]8：45～17：15

1 回／20,000円
時間／16：45～翌9：15

非常勤

夜勤専従
【ひびき】

【すみれ・ひばり】

すみれ▶3日程度
ひばり▶3～5日程度

◎ヘルパー2級以上
◎要介護職経験者介護士

勤務日応相談

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

下記参照　派遣

時給／1,150円～1,438円
　　　※月収／200,000円以上
　　　　（時給／1,150円×8h×22日）
時間／9：00～17：00、22：00～翌5：00★フルタイム歓迎
待遇／社会保険、制服貸与、前払い制度有（稼働分）、
　　　車通勤可（無料駐車場有）

相模原市南区相模大野3-19-13

◀音声案内後、ダイヤル2番

■派遣業/派-33-010057

株式会社グロップ 相模原オフィス/0003 0120-700-700

［応募］お気軽にお電話ください。

No.RP1119AS

未経験・フリーター・
主婦（夫）歓迎

事業拡大につき
新スタッフ大募集!!

サンエール相模原（「橋本駅」徒歩10分）、他
現地周辺で面接会を開催中! 履歴書・写真不要!!

最大67名の
大幅採用予定!!

シール貼り等のかんたん軽作業
手の平サイズの商品を指定された場所に
置いたり、シールを貼付けるだけ!

【勤務地】相模原市南区当麻

期間限定時給UP! 未経験から月収20万円超!!

★午前中4h…
　　　　　時給／1,000円
★年始以降のフルタイムor午後…

　　　　　時給／1,050円

週2日～・1日4h～空いた時間でOK!!

JR「橋本駅」から
無料送迎バス有

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

[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安心。

警備スタッフ交通誘導・イベント等

（資格取得料は会社で負担）

★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

資格を取って給料UP!昇給あり!!

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

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

②夜勤①日勤

注目

★寮希望の方応相談

未経験者も
大活躍!!

働き方相談
出来ます!!

入社祝金
7万円
（研修手当含）


