
〒252-0236 相模原市中央区
富士見6-1-1ウェルネスさがみはら6F

相模原市歯科医師会

富士見　非常勤

日給／日曜……7,200円
　　　GW、1/4……　17,100円
　　　12/29～1/3…　24,600円

042-756-1501

［応募］電話連絡の上、履歴書持参でお越し下さい。（郵送も可）

相模原口腔保健センター 歯科診療所

歯科衛生士・看護師募集

4月スタートのお仕事!!
※日曜・GW・年末年始の勤務

時間／8：30～12：30（日曜）
　　　8：30～17：30（GW、年末年始）

●車通勤OK

公益社団法人

ご葬儀・法事
の準備等

セレモニー全
般の

お仕事

セレモニースタッフ募集
今いるスタッフのほとんどが未経験からのスタートです。

給与／180,000円～＋歩合
　　　(試用期間3ヶ月)
資格／要普免、PC操作出来る方
時間／9：00～18：00※多少変動有
休日／月6～7日(応相談)、他会社カレンダーによる
待遇／社保完、昇給・賞与（業績による）、交通費支給、
　　　食事補助有、車通勤可

相模原市緑区長竹216-1
■葬儀・生花・盛籠

有限会社矢部葬祭 042-850-4831

[応募]お気軽にお電話の上、履歴書(写真貼付)持参下さい。

※詳細は面談にて

長竹　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。

相模原市中央区宮下3-16-18

042-703-3422㈱ITS・JAPAN

月給／280,000円～※経験者優遇
時間／9：00～18：00、8：00～17：00
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）

2t・3tドライバー
【社員】

※試用期間有

宮下　社員

1日数件

042-778-7251
〒252-0245
相模原市中央区田名塩田1-10-12
（テクノパイル田名工業団地内）

[応募]2/13（火）より9：00～17：30[平日]受付。
　　　まずはお気軽にお電話ください。（担当／採用係）

パート募集
組立・仕上げ・検査等の作業です。
製造現場での熟練経験者、はんだ付経験者優遇!!

中高年、定年退職された方が活躍中!!
製造現場での豊富な経験を活かして下さい♪♪

ロス･アジア株式会社
■米国ロス社･日本法人･空気圧バルブメーカー

時給／960円～(経験による)　時間／9：00～17：30
休日／完全週休2日制(土曜・日曜)、祝日、夏季・年末年始、有給休暇有
待遇／昇給年1回、社保完、交通費支給、作業服貸与、マイカー通勤可

田名塩田　パート

最長雇用70才まで
勤務可能です

給与／20.2万円～23.2万円
資格／要保育士免許
時間／7：00～19：00の間でシフト制
休日／4週8休(日曜、他シフトによる1日)、祝日、冬季
　　　★年間休日124日
待遇／昇給年1回、賞与年2回、各種保険完備、有給休暇、
　　　定年・再雇用制度有、退職金・共済制度、子ども手当、
　　　賃貸住宅手当（20,000円迄）、処遇改善手当

相模原市中央区小町通2-2-13
（南橋本駅徒歩15分）

小町通みたけ保育園

042-700-0277

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

（法人本部採用係／今井）

［応募］電話連絡の上、履歴書持参下さい。2/12（月）より受付。★詳細は面談の上。

社会福祉法人東の会

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

小町通・西橋本　常勤

★勤務開始希望相談下さい!新卒・初任者もOK!
★まずはお気軽に見学からどうぞ!!

安定した社会福祉法人運営の認可保育園です

新年度平成30年4月勤務希望の方募集!!

相模原市緑区下九沢173-2 042-703-9757
090-2766-7785㈱ユーシン

［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／武内）
■総合解体業・一般土木業

※出られなかった場合は追ってご連絡致します

日給／10,000円～18,000円
　　　（経験・年令考慮します）
時間／8：00～17：00　休日／日曜、祝日
待遇／社保完、作業服貸与、車通勤可

■解体作業員
■重機オペレーター
■運転手

下九沢　作業員

わきあいあいとした会社です!
親切丁寧に指導します!

ヤル気のある方大歓迎!!
20代～30代多数活躍中!!

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参下さい。月曜より受付。
■障がい福祉サービス

相模原市南区下溝1697
担当
採用係

時給／1,000円＋夜勤手当
時間／7：00～10：00、16：00～21：00、
　　 22：00～翌7：00（夜勤週1回～）
休日／シフト制（応相談）
待遇／交通費全額支給、社保完、マイカー通勤可

障がい者
グループホーム支援員

未経験の方も歓迎です!

※勤務時間は仕事内容により異なる

グラシア下溝 042-711-9031

下溝　パート

〒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

時給／960円
時間／9：00～16：00（要相談）
休日／週休2日制（土、日、祝）
待遇／社会保険完備、交通費支給、
　　　車・バイク通勤可

実験器具等の
洗浄作業
及び実験補助

【期間】6ヶ月毎の更新

橋本台　パート

日給／10,000円～13,000円
　　　（経験・能力により考慮します）
　　　※日払い制度はございません
資格／要普免  休日／日曜、GW、夏季、年末年始
◉見習い期間有 ◉その他詳細は面談の上

[応募] 電話連絡(非通知不可)の上、履歴書持参でご来社下さい。2/13(火)より受付。

相模原市中央区上溝4-8-13
土木外構造園工事河西造園 080-8036-3728〈担当〉

上溝　作業員

元気に頑張れる方、高齢の方も大歓迎!!

土木・外構作業員 短期・長期
どちらも可!

未経験者
も歓迎!!

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でお気軽にご来社下さい。
　　　2/13（火）9：00より受付。

㈲細谷木型製作所 相模原市中央区共和3-8-16

042-758-4468

◎交通費支給

◎車通勤可

◎制服貸与

月給／175,000円～（＋手当）
時間／8：00～17：00
休日／土・日 当社カレンダーによる、
　　　夏季、GW、年末年始
待遇／社保完、昇給年1回、賞与年2回

事務員さん募集

当社は自動車部品メーカーの治工具を製作する会社です

エクセル・ワード出来る方
【社員】

（伝票整理、見積入力など）

共和　社員

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

2月18日（日）担々麺、鶏肉と
カシューナッツ炒め

3月 3 日（土） ちらしずし、
はまぐりの吸物

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

042-703-0016
〒252-0132 緑区橋本台2-10-5

給与／当社規定による　休日／土曜、日曜（年間113日）
待遇／社会保険完備、ゴルフクラブ有

◆営業　◆製造スタッフ
◆自社カタログ・
　ホームページの企画・制作

◆経理・総務・事務

年令／30才未満（省令3号のイ）

年令／40才未満
　　　（省令3号のイ）

◆各種商品デザイン
◆ソフトウェア設計

◆工場内軽作業 ◆経理・総務

パート・アルバイト
学生活躍中!

正社員

時間／8：30～17：00※時間応相談

時間／8：30～17：00
　　 16：00～19：00
　　　※時間応相談

橋本台　パート・アルバイト・社員

時間／8：00～17：00

イラストレーター、フォトショップが多少でも出来る方

パート

男女共にシニア世代活躍中!!

[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

①座間郵便局内
②相模原郵便局内

下記参照　委託

郵便小包の配達
軽自動車でのお仕事!!

※詳細はお問合せ下さい。

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】

土・日のみも大歓迎♪

★月収18万円以上も可能!!

未経験OK! まずはお話だけでもしてみませんか?

※配達は相模原市
　南区・中央区

※要普免

配達車貸与

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
親切・安心

当社なら、他社で買取価格ゼロでも

軽自動車…　5,000円～
普通車……10,000円～

買取りできます!!

不用な車 買取ります!!
（ポンコツ車　OK!!)

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。

パート・アルバイトも可!!
※詳細はお問合せ下さい。

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、社会保険完備、各種手当有、
　　　有給休暇、交通費支給、マイカー通勤可

時給／960円～

■溶接（アルゴン・半自動）
■ベンダー加工

■配送・軽作業等同時募集

田名塩田　社員・パート・アルバイト

アステ

正社員募集
冷暖房完備!!

フォークリフト
運転有

042-759-0411
■電線用ケーブルドラム製造卸

相模原市中央区上溝1118-1(七曲下)

大一資材㈱

上溝

[応募]お気軽にお電話下さい。随時面接致します。
　　　履歴書(写真貼付)持参でご来社下さい。業務内容の見学可。

工場内作業員

※詳細は面談の上

★車通勤可
給与／月給収入例…15万円～（65才 在職の方 収入例） ※研修期間有
時間／8：00～17：00　休日／土曜、日曜、祝日、夏季、年末年始

年令不問・未経験者大歓迎!
60才位の方活躍中!!

▶勤務日・時間は相談します!!（週2～3日でも可）

給与／25万円以上
　　　（経験・能力により優遇）
時間／8:00～17:00
休日／土曜、日曜、祝日、
　　　夏季、年末年始
待遇／賞与（業績による）、社会保険完備、
　　　交通費支給、車通勤可

 4t・2t ドライバー

長く働ける
お仕事です!

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

警備スタッフ 交通誘導・イベント等

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

日給／10,000円～11,500円
時間／20：00～翌5：00

②夜勤

日給／9,000円～10,500円
時間／8：00～17：00①日勤

注目

□週3日～OK

□寮希望の方応相談

□資格保持者手当有

□Wワークも歓迎!!

□社員登用制度有

□研修中は昼食付　

入社祝金
7万円
（研修手当含）

初めての方でも安心。

早く終わっても日給保証

短期もOK
★資格取得料は会社で負担 ★未経験者も大活躍!!

資格を取って給料UP! 昇給あり!!

厚木市山際　CM

牛すじをコトコト煮込んで
作ったデミグラスソースが人気

スープ＋ライス付 

笹生農園直営レストラン&ローズガーデン
さそう

厚木店昭和43年
創業

厚木市山際554-1

046-245-1341

【営業時間】11時～22時（L.O21時半）

通常1,900円が

1,500円（税別）
ラポート持参の方だけのメニュー　＊2月18日（日）まで



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
男女共に活躍
出来る職場です!

未経験の方も大歓迎!!

OK
★普免
★旧普免
★中型免許

植木職人・見習い

相模原市中央区松が丘1ー2ー82

042-751-1417 090-3525-8987

有限会社 植 政

要普免

日給／8,000円～18,000円位
　　　(経験により優遇)

※詳細は面談の上

※各種保険有

【同時募集】

松が丘　職人・アルバイト

■一人親方　●軽作業 短期アルバイトも可

相模原市中央区千代田2-2-15メイプルビル2F-E

■有料老人ホーム運営

株式会社リープス

パート

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）・資格書コピーを必ずご持参下さい。随時受付／9：00～18：00

（担当／採用係）042-751-3455

時給／1,050円～1,400円
　　　（処遇改善手当含む）
　時間／7：00～18：00の間で
　　　   働き方相談下さい。

昨年オープンしたばかりのとてもきれいな施設!!

資格取得支援制度有!!

★無資格で出来る仕事もあります!!
　お気軽にお電話下さい。

【勤務地】
住宅型有料老人ホーム「太陽の家」
    町田市相原町14-3（「橋本駅」徒歩15分）

他…淵野辺、田名にも勤務地有。
※お問合せ下さい。

◆週休3日※実働8h（週32h）
◆シフト制※希望最大限考慮
◆夜勤なし ◆社保完備

正社員

夜勤専従月給／18万円～
時間／【早番】7：00～16：00
　　　【日勤】9：00～18：00

月給／22.8万円～
1勤務／21,500円
（処遇改善手当含む）

シニア世代
積極採用中!!

自分の時間も
大事にしながら働ける
お手伝いします。

年金受給している方も
働けます!

フルタイムで働ける方は…

（夜勤含む）

1勤務／19,500円

待遇／交通費支給（規定）、社会保険完備、各種手当、車・バイク通勤OK ★事務員も同時募集

昼休憩以外にも休息時間有

下記参照　社員・パート

★10回以上

資格／介護職員初任者研修修了者以上

◆週休2日

賞与有

日給／当社規定に依る
年令／18才以上
時間／日勤…8：00～17：00
　　　夜勤…20：00～翌朝5：00

※研修期間4日間有
※制服貸与

男女交通誘導スタッフ

八千代警備
相模原市中央区田名3152-5

■神奈川県公安委員会認定番号 第489号

042-762-3240

［応募］2/13(火)より電話連絡の上、
　　　履歴書持参でご来社下さい。

●委細面談

田名　アルバイト

未経験者大歓迎!!

定年退職の方もOK!!

60才、70才の方多数活躍
中!!

初心者

歓迎

再入社

も可

学生

アルバイトOK

田名　アルバイト・社員

日給／11,000円～　時間／5：00～15：30

月給／280,000円～
時間／5：30～22：00の間で応相談

［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

◆運行管理者

◆倉庫スタッフ

商品積込後、八王子・相模原・3多摩
地区へ配送 ※日によって2回戦有

■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/

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（業績による）、
　　　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）

10代～60代 幅広い年令の方が活躍中!!

時給／1,100円
時間／【月～金】17：30～22：00
　　　【　土　】13：00～18：00

早く終わっても日給保証!!

小物の仕分け・検品など
女性も活躍出来ます。

時間・曜日応相談
※時間多少変動有

の間で

資格取得支援制度有
※規定有

独立支援制度有

相模原市中央区淵野辺1-2-31セブンイレブン2F (JR横浜線矢部駅徒歩1分)

042-758-3848宗正歯科医院
[応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参下さい。

時間／9：00～13：00、14：30～19：00（火・土は18：30迄）
休日／木曜、日曜、祝日、夏季、年末年始、GW　待遇／交通費規定内支給

※研修期間有

歯科助手

歯科衛生士

時給／1,050円～

時給／1,400円～
月給／250,000円～【常勤】

【パート】

【パート】

月給／180,000円～【常勤】 資格
なくても
OK

淵野辺　パート・常勤
午前だけ、午後だけなど時間・曜日は
相談下さい。 ※詳細はお問合せ下さい。

田名　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6883-1

給与／280,000円～400,000円以上も可
時間／コースにより異なります
休日／週1日～2日（応相談）※他会社カレンダーによる
待遇／社会保険完備、制服貸与、車通勤可

アルバイト
同時募集

●週1日～OK!!　●時間応相談
●日曜出来る方大歓迎

ドライバー募集!!

★フォーク免許
あれば尚可

4t 10t
働きやすく居心地の良い会社です

女性も活躍出
来る

内容のお仕事
!!

㈱ティーワイ輸送
042-713-1996 080-4159-1001（担当直通）

【本社・面接地】
相模原市中央区田名塩田 4-17-19

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。

下記参照　社員

※詳細は面談にて

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、社会保険完備、
　　　交通費支給

給与／18万円～31万円（残業代含）
　　　※試用期間3ヶ月有

http://www.takamori-s.co.jp/

技術を身につけて
活躍しませんか?

溶接工（CO2）

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
採用係

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。

休みも待遇も充実しているので働きやすい職場です。

特別養護老人ホーム 調理員

(　　　)

時間／①  6：00～15：00
　　　②  9：00～18：00
　　　③10：00～19：00
休日／週休2日制、年1回長期休暇（連続9日間）
　　　★年間休日109日

田名　常勤・非常勤

◉昇給年1回
◉住宅手当
◉扶養手当
◉退職金制度

待遇／社会保険完備、交通費支給、車通勤可（駐車場無料）、
　　　制服・靴貸与

シフト制

時間／9：00～18：00
休日／週3日（日曜・祝日）他シフト制

資格不問

給与／170,000円～196,000円
賞与／年2回（上記給与の4.5ヶ月）

賞与／年2回時給／1,350円

上溝　パート・アルバイト

時給／1,000円
　　　★15万円以上稼げます!!
時間／9：00～17：00
勤務／月曜～金曜（3月繁忙期は土曜出勤
　　　出来ると助かります♪）

相模原市中央区上溝6-9-22
（JR相模線「上溝駅」徒歩10分）

学校の登校日や卒業式等は
教えて下さい!

しっかりと考慮します!!

教科書の仕分け・学校での教科書販売Staff募集
短期で稼いでみませんか?本が好きな方大歓迎!!

【2月下旬～3月末の月曜～金曜 週5日のお仕事】

［応募］2/11（日）より受付致します。電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来店下さい。

042-750-2285

学生さんが春休みを
利用して活躍中です♪

給与は
手渡し

042-752-2742
相模原市南区大野台1-3-12

ランドリー

★2月11日（日）より受付致します。（9：00～18：00の間）

相模原　

［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

時給／956円～ ※試用・研修期間有

時間／9：00～19：00
勤務／週2～3日のシフト制

【勤務地】駅前通り店

クリーニング受付スタッフ

相模原市中央区相模原4-6-16
（JR相模原駅よりすぐ）

うれしい

従業員割引
有

家事との
両立OK!!

町田市小山町　社員・アルバイト・委託　

㈱アヤノ塗装 町田営業所
■塗装業

[応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参でご来社下さい。

【勤務地】東京・神奈川他エリアの各現場

①塗装職人　 ③サイディング職人
②内装工　　④多能工

042-794-8341町田市小山町804-4

アヤノ塗装

●残業・休日手当有
●週3日～出勤OK

一人親方も募集
●完全歩合制

日給／10,000円～20,000円※昇給随時
資格／要普免、18才以上
時間／8：00～17：00(現場による)
休日／日、祝、GW、夏季、冬季、他
待遇／昇給有、社保完、車通勤OK、寮有、研修修了後祝い金有

□ 実家を離れ、一人前に
なりたい

□ 結婚を考え、安定収入
を得たい!

□ アルバイトではなく、社
員になりたい

□ 異業種にチャレンジし
たい!

□ 今の職場環境に馴染
めない

□ 30代・40代の転職に
自信が無い

□ 手に職をつけたい!!

□ プライベートも充実さ
せたい!!

あなたの夢を
　　当社で実現してみませんか?

このような

現状の方、是
非

ご応募下さ
い。

男女不問

20代～40代の女性活躍中!!

時給／1,100円～1,400円
休日／土、日、祝、夏季、年末年始、GW
待遇／昇給有、制服貸与、車通勤可

①

②

相模原市中央区
矢部3-21-15 042-754-8929㈲ラポート企画

不安が多いから短い日数で働きたい…

たくさん稼ぎたい…

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。2/13（火）より受付。

矢部　パート

時間／9：00～16：00（月～水）

時間／9：00～18：00（月～金）

●要普免　●試用期間有
求人広告スタッフ

ご相談
下さい

相模原市中央区淵野辺4-38-7 2F

㈱トランスポートTOP’S
■運送業

042-851-4240

［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

●制服貸与 ●車・バイク通勤可
※詳細はお問合せ下さい

休日／週休・シフト制

①1日コース 日給／18,000円
【月収例】18,000円×26日=468,000円

時給／1,000円～②短時間コース

時間は相談出来るので、ムリなく負担なく働けます!!

日給／12,000円～
時間／21：00～
待遇／社保完

ムズカシイ仕事では

ありません!! 簡単なので

すぐ覚えられます。

下記参照

時間／8：00～21：00 ※時間応相談
配達エリア／宮前区、相模原、町田、座間

軽貨物ドライバー 宅配から
企業便まで

4tドライバー センター間輸送

厚待遇

未経験OK

男女共に

大歓迎!!




