
【勤務地】相模原市緑区小倉

相模原市中央区相模原2-3-16
㈱プラス・ワン

時給／1,200円
　　　（22：00～翌5：00の間は1,500円）
時間／①23：00～翌8：00
　　　② 17：00～23：00
　　　③　8：00～ 17：00
勤務／週2日～OK!!（シフト制）
待遇／社保完、交通費規定内支給、車通勤可

※時間応相談

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

小倉　派遣

チルド倉庫
内

でのピッキン
グ、

仕分け等
の

軽作業

［応募］本日より受付。まずはお気軽にご連絡下さい。

男女不問 服装自由 Wワーク
OK

時間／22：00～翌7：00
●週4日～OK同時

募集
夜間事務員

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。

［応募］電話連絡の上、
　　　履歴書持参でご来社ください。

■運送業

【本社営業所】相模原市中央区上溝895

042-778-2671

※試用
期間有
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上溝　社員

4t 配送ドライバー

月給／320,000円～
資格／要中型免許 
時間／コースによる
休日／金曜、土曜、夏季、年末年始
待遇／賞与、社保完、制服貸与、有給休暇

パワーゲート付 カゴ車配送 カゴ積み降ろし

★夜間出来る方歓迎!!

★幅広い年代の方が
　活躍中!

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。2/19(月)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

土木・外構
作業員

相模原　社員

給与／年収350万円～400万円（経験により決定 ※昇給有）
時間／9：00～18：00又は6：00～15：00 ※残業有
休日／土、日、夏季・年末年始休暇、GW
待遇／賞与有、年1回昇給有、社会保険、有給休暇、制服貸与、
　　　交通費支給、社用車貸与

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

[応募]お気軽にお電話下さい。

派遣スタッフの皆様の管理業務・お世話をして頂くお仕事です

管理業務正社員募集

時給／1,000円～
★調理免許お持ちの方時給100円UP!
時間／9：00～17：00の間で
　　　1日3h以上出来る方
待遇／交通費全額支給、社保完、賄い有、制服貸与

町田市中町1-4-2 町田新産業創造センター内1F
（小田急町田駅から徒歩5分）

ペダラーダ

［応募］お気軽にお電話下さい。

■カフェレストラン

042-851-8038

キッチン補助

未経験の方・フリーターの方・
主婦（夫）の方大歓迎

Wワークの方も
歓迎

町田市中町　パート・アルバイト

※試用期間1ヶ月

□週2日以上勤務出来る方
□フルタイムで働ける方もOK!!

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 相模原市中央区由野台1-1-5
■神奈川県知事許可（般-27）第81248号

[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。

型枠大工職人【正社員募集】
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

見習いもOK

経験
5年以上の方

上矢部　社員

仕事・プライベートを充実させたい方
是非ご応募下さい

仕事ができる背中になれます!!

フジトランスポート㈱ 0120-57-9099042-785-2631

[応募]面接等詳細は、
お気軽にお電話ください

【勤務地】相模原市緑区
大島物流センター

20代～40代
男性活躍中!

相模原市中央区相模原4-2-17
フジ技研㈱
グループ

月収／350,000円～380,000円※残業手当等含
時間／3：00～12：00、5：00～14：00※配送ルートにより異なる場合有 ※残業有
休日／土曜、日曜（月1回土曜出勤有）※GW・夏季・年末年始の大型連休有

月収／280,000円～330,000円※残業手当等含
時間／6：00～15：00※月平均20日出勤 ※残業有
休日／土曜、日曜（月1回土曜出勤有）※GW・夏季・年末年始の大型連休有

■ハンドフォーク積み、卸しはフォークリフトまたは一部手卸し（重量5kg以下）

■フォークリフトでの積み・卸し作業（手積み・手卸し作業はありません）

10t・4t 正社員ドライバー募集
10tドライバー

4tドライバー

大島　社員

5万円

★残業時間は明朗計算で支給
★残業・深夜時間は25%割増支給
★中型・大型乗車手当有
★賞与有 年2回支給（8月、12月）
★昇給有 年1回（10月）
★GW・夏季休暇・年末年始の大型連休有
　（5～8日）
★長距離（食事代・シャワー）手当有
★交通費支給（会社規定による）
★制服貸与、有給休暇、社保完、寮有、車通勤可
★ドライバー養成教育有

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。（採用係）

〒252-0231 相模原市中央区相模原4-2-17江成ビル3F

休日／週休2日制（土・日）、祝日、他会社カレンダーによる ★GW・夏季・年末年始大型連休有
待遇／交通費規定内支給、社会保険完備、社員食堂利用可、有給休暇、制服貸与、
　　　車・バイク・自転車通勤OK（無料駐車場有）

①レンズ加工装置の監視及び
　小型金型の検査

③フジ技研㈱検査部契約社員②高性能レンズの性能測定

車載用カメラ等のレンズ製品の製造加工装置オペレータ
及びレンズの目視検査。クリーンルーム内のキレイな職場です。

レンズ用光学ガラスの成型補助業務。

一眼レフカメラ等の光学用ガラスの検査等のお仕事で、
当社の契約社員として勤務し、資格取得後正社員登用有

半導体等の先端科学に使用する高性能レンズを
測定器にセットし、評価結果をパソコンに入力
して記録するお仕事。

時給／1,500円（深夜時給1,875円）
時間／（A）  7：00～14：50 （B）14：40～22：30
　　　（C）22：20～翌7：10※1週間交替のシフト制

時給／1,400円（残業時給1,750円）
時間／（A）7：00～14：50　（B）14：40～22：30

時給／1,400円（残業時給1,750円）
時間／8：10～16：55

⑤簡単な機械研磨オペレーター
研磨加工機械によりレンズの研磨を行う
軽作業です。

レンズにキズ等がないか
目視検査する作業です。

時給／1,400円（残業時給1,750円）
時間／8：10～16：55

④光学ガラスの成型補助業務

時給／1,600円（深夜時給2,000円）
時間／（A）  7：00～14：50
　　　（B）14：40～22：30
　　　（C）22：20～翌7：10

⑥カメラ用レンズの検査業務

時給／1,200円
時間／8：10～16：55

◉未経験OK! ◉安心の職場見学 ◉手厚い待遇!
◉専任スタッフがあなたをしっかりサポート!

下記参照　派遣

※1週間交替のシフト制　※時間帯の固定も相談可

※3交替勤務

入社祝金5万円～10万円

相模原市中央区矢部4-4-9

YC渕野辺北部
[応募]電話連絡の上、履歴書(写貼)持参下さい。2/19(月)9：00より受付致します。

042-756-3763

矢部　パート・アルバイト　パート・アルバイト

給与／30,000円～
　 50,000円

月末～月初の10日間程度。
集 金

休日・時間等詳細はお気軽にお問い合わせ下さい。

近隣の方大歓迎

時間も短く、

日数も少ないので

ムリなく働けます

覚えてしまえば

簡単!!
コツコツ、もくもくと

働くのが好きな方に

向いている

お仕事です!!

時間は自由!

朝刊配達

給与／30,000円～
　100,000円位
資格／要原付免許
時間／1:00～1日3時間位

男女共に大歓迎!
!

アルバイト

パート

㈱サポート・スタッフ
042-707-1885

相模原市中央区中央6-14-8
インテグラ相模3F

■本社／保育園運営事業部

HP▶http://www.support-s.co.jp/

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。（採用担当/青木）

時間／7：00～19：30
　　　（実働8hローテーション）
休日／土曜（月1回出勤有）、日曜、祝日

下記参照　職員

■幹部職員

■正職員

■パート職員

月給／250,000円
月給／211,500円
時給／980円～1,300円

勤務地／相模原市認可　すずらん保育園
相模原市中央区鹿沼台
（JR横浜線「淵野辺駅」より徒歩5分）

◎時間・勤務日応相談

待遇／賞与年2回、昇給毎年4月、各種社会保険、退職金、交通費支給、
　　　有給休暇、車通勤応相談

保育士
募集

日給／16,200円～
※3ヶ月日給保証有

日給／1ヶ月…16,200円～
収入例）2～6ヶ月後…
日給／出来高＋5,000円（最低保障）

相模原市南区若松1-1-18

担当
田中

担当
坪池

◉営業ナンバーお持ちの方
◉軽自動車持込出来る方

田中商事合同会社

軽貨物ドライバー（委託）募集
安定した収入で働けます!!配送エリアも近隣だから安心!!

【配送エリア】町田市内 【配送エリア】相模原市内

［応募］2/18（日）11：00から電話受付致します。面接時に履歴書（写真貼付）持参下さい。
　　　面接場所に関してはお電話にて連絡致します。出張面接OK。

090-2321-0925 070-6448-9557

下記参照　委託

時間／7：00～（面談にて）　休日／要相談 ★60才位までの方活躍中

リース車も
OK

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。

要資格
＊初任者研修

（ヘルパー2級）以上

要資格
＊正・准看護師

1勤務／14,000円
時  間／18：00～翌9：30

利用者様は最大で4名なので夜勤初心者でも安心して働けます。

待遇／交通費規定内支給、車・バイク・自転車通勤OK

時給／1,400円～
時間／9：00～13：00
休日／希望シフト制
　　　※勤務日数応相談

共和　パート

夜勤専属 うれしい夕食・朝食付き♪

看護師

★WワークOK  ★週1日～OK

月・金・土働ける方積極採用中!!

土・日出来る方大歓迎
時間も短いのでムリなく働けます。

【パート】

【パート】

扶養内対応可

※要普免【パート】

送迎
ドライバー
時給／956円
時間／8：00～9：20、
　　 16：20～17：50

米沢牛しゃぶしゃぶコース
米沢牛・米沢豚・野菜盛り・デザート

★平日のご予約限定 ★2名様から承ります

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人前
2,980円が

＋1,000円で90分飲み放題 （全て税抜）

1,000円引き
「ラポートを見た」で

厚木市山際　CM



〈応募〉2/19（月）より受付。電話連絡の上、
　　　履歴書（写真貼付）持参で、ご来社下さい。担当／伊藤

一般事務 パソコンを利用した
一般事務（エクセル・ワード）

由野台　社員

月給／157,000円～235,000円
資格／要普免（AT可）　年令／59才以下（省令1号）
時間／8：30～17：30　休日／第2、4土曜、日曜、祝日、年末年始、夏季
待遇／昇給、賞与年2回（会社業績・業務評価による）、
　　　社保完、退職金制度有、交通費支給（月／5万円迄）、
　　　マイカー通勤可（無料駐車場有）

相模原市中央区由野台
1-3-12（共和小学校前）

至八王子

042-754-0260

■各種建造物解体業

（社）全国解体工事業団体連合会員（社）神奈川県建物解体業協会員
（社）日本火薬学会員（公財）総合安全工学研究所
（社）神奈川県火薬類保安協会員（社）神奈川県産業廃棄物協会員

http://www.sagami-kogyo.co.jp/
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小学校

至横浜

当社

安定した職場で働きませんか?

※試用期間3ヶ月

パソコン、経理等の
資格を有する方優遇

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

◆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

上溝　社員

給与／250,000円～350,000円以上
時間／9：00～18：00　休日／当社カレンダーによる

待遇／昇給有、賞与年2回（業績による）、社保完、試用期間有

［応募］2/19（月）より受付。電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

独立開業者
独立開業支援致します

請負
お問い合わせ下さい

アルバイト
働き方などご相談下さい

最新車に出会えたり、新車以上の輝きを出せたり、

そんな楽しみややりがいもあります♪ 同時募集

仕事
内容

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コーティング作業。

社 員 募 集

042-760-8261
相模原市中央区水郷田名4-4-33
相模原市緑区下九沢2623-20

■塗装業　神奈川県知事許可（般-27）第64348号

㈲柿澤塗装店

水郷田名・下九沢　CM

（詳細はwebをご覧ください）

地元で選ばれ続ける老舗の柿澤塗装店

住まいの総合病院

痛んだ住まいをそのままにすると家も病気してしまいます。
しっかり診察し治療する事で健康な住まいを取り戻せます。
住まいの診断・治療は㈲柿澤塗装店までご相談ください!!

私たち失敗
しないので…!

配信中
現場動画

柿澤塗装店

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。担当/採用係

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
045-921-7575横浜営業所（瀬谷）も同時募集

居心地の良さは抜群です! 気さくな仲間ばかりです!!

10t

4t

資格／普免（H19年6月～取得者は中型免許） ①のみ大型免許
休日／週休制、隔週2日制…詳細は面談にて
待遇／昇給年1回、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、慶弔金制度有、
　　　休日出勤手当有、交通費支給（当社規定）、車通勤OK

時間／3：00～

時間／3：30～

時間／17：30～

時間／23：30～

カゴ積・カゴ降ろしのお仕事

◉勤務時間・お休み
　希望日考慮します
◉他の時間帯もあります

4tアルバイト
ドライバーも同時募集!

時間・曜日応相談

ドライバー募集

月給／35万円～
月給／27万円～
月給／31万円～
月給／31万円～

①
②
③
④

社会保険倶楽部
（福利厚生）に加入!

年1回の無事故手当支給

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／8：00～17：00

①日勤

注目
（研修手当含）

早く終わっても
日給保証

年度末までの短期
追加募集!!

初めての方

でも安心。長期希望の方も大歓迎

わかりやすい
研修!

Wワーク
も歓迎!!

週3日～
OK 資格取得料は

会社で負担
未経験者も
大活躍!!

寮希望の方
応相談

資格保持者
手当有

社員登用
制度有

研修中は昼食付　

給与／180,000円～　時間／8：30～17：25　資格／要普免
休日／土曜（第3土曜日のみ出勤）、日曜、祝日、夏季、
　　　年末年始、GW、他当社カレンダーに依る
待遇／社会保険完備、マイカー通勤可（駐車場は自己手配になります）、
　　　交通費全額支給(限度2万円)※当社規定による

安心の職場環境です。
技術部 一般事務

◎研修期間有

042-773-6161㈹

［応募］まずは電話連絡下さい。面接の日時をお知らせ致します。担当／総務渡辺

相模原市中央区宮下3-11-20株式
会社泰光

たい　　  こう

日本バイリーン株式会社（1部上場）指定工場･自動車･空調等エアーフィルター製造

フィルター　泰光

宮下　社員

【本社】
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／180,000円～310,000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?

■ベンダー
■アルゴン急募

㈱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 4t

ホース流通商事

月給／30万円～
時間／13：00～
休日／月6日
　　　（基本日曜、他2日）

月給／25万円～
　 　28万円＋手当
時間／①3：00～ ②15：00～
休日／①毎週木曜、他月2回
　　　②週休2日（日曜・木曜）

経験・年令は
一切不問です

清新・横山　社員

相模原市中央区横山3-33-9

042-755-0971
(月曜～土曜)

[応募]電話連絡の上、履歴書持参でご来店下さい。担当／平林又は藤林
★社会保険完備 ★昇給有 ★交通費支給 ★食事付き ★扶養範囲内勤務OK

勤務地／La・Table（中央区横山3-33-9）

勤務地／相模原市内福祉施設内（陽光台、麻溝台、上九沢、田名）

時給／956円～
資格／要普免（応相談）
時間／9：00～17：00の間で4h～（応相談） 

時給／956円～ ＋ 免許保持者別途手当有
時間／9：00～14：00　　休日／土、日、祝

★早出・残業・土日
出来る方歓迎

横山　パート

働きやすいシフト自己申告制!

パート開始日相談出来ます。

簡単なお弁当作り・片付け・配達等

★給食作りの
　お仕事!!

急なお休みも対
応

出来ます。子育て

ママさん活躍中
♪

①調理師 ②調理補助 無資格OK

相模原市南区麻溝台3-8-16

042-743-5190

東病院

大野台小入口

麻溝台入口 三和物流
センター

西大沼
4

至
橋
本

至
町
田

至
村
富
線

麻溝台
2丁目

ファミリーマート
ローソン

JR横浜線

当社

古淵

[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／250,000円以上※試用期間有 ※高卒以上
資格／要普免　時間／8：30～18：00(現場により変更有)
休日／日曜、祝日、GW、夏季、年末年始
待遇／社保完、賞与有

宮田住装㈱

①住宅設備など建物内の営繕

あなたのやる気を重視!!

②リフォーム内装施工
③大工さん

☆経験者優遇・未経験者もOK!一から指導します!

正社員・協力会社募集

090-3247-6676

麻溝台　社員

大工さん・水道設備工事・リペア・塗装・
ハウスメンテナンス経験者優遇

若い力
育てます!!

主催／日本カイロプラクティック連合会

■カイロプラクティック整体・生活総合指導

※この紙面とタオルをご持参下さい。

相模原市中央区千代田2-2-15-601
担当
安藤090-2534-9450

学歴・年令・性別不問!

学校に通わず短期で

資格取得可能!

主婦の副業や転職、独立、
定年退職後に副業、開業を志す方!

〈会場〉相模原市民会館

無料体験説明会

3月4日（日）

技術者養成勉強会 1日セミナー

（受講費がかかります）
9：30～17：00

2月23日（金）
2月24日（土）
第1回目／10：30～
第2回目／14：00～

開催日時

開催日時

下記参照　CM

お電話にて右記のいずれかの
日時をご予約下さい。
繋がらない場合は

042-712-6623へお電話下さい。

http://www.regiol.co.jp/

相模原市中央区共和2-15-5 （担当／採用係）

訪問介護事業所わだつみ在宅介護
042-730-1567

［応募］まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

①ケアマネージャー

③サービス提供責任者

月給／230,000円～＋業務手当2万円
資格／要普免、介護福祉士、実務者研修修了者
　　　（旧介護職員基礎研修・旧ヘルパー1級）以上
時間／9：00～18：00　休日／土、日、祝、夏季、年末年始

共和　常勤

月給／200,000円
　　　＋インセンティブ（最大7万円迄）＋管理手当1万円
資格／介護支援専門員　時間／9：00～18：00
休日／土、日、祝、夏季、年末年始

待遇／賞与年2回、社保完、車・バイク通勤可、車両手当（②除く）、
　　　交通費支給、他資格に応じた手当有

②夜間オペレーター兼介護員

月給／270,000円
資格／要普免、介護福祉士（要身体介護実務経験）
時間／21：30～翌6：30（内休憩1h）  休日／週休2日、シフト制

幅広い年令の方が活躍できる環境が整っています

※試用期間有


