
042-772-0666

南橋本

◎年令不問　◎扶養内勤務可

女性でも
活躍

出来ます

製品の出荷準備
（梱包・軽作業など）

重たい荷物、力仕事などありません!!
　パート

時給／960円～
時間／13：00～17：30の間で応相談
休日／土曜、日曜、祝日、GW、
　　　夏季、年末年始
待遇／交通費規定支給、
　　　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］4/23（月）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。

長期で安定して
働けます

20代～50代
元気に活躍中♪

月給／320,000円～
資格／要中型免許
時間／実働8h※残業有
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

［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
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※試用期間有★詳細はお気軽にお問合せ下さい

パワーゲート付カゴ車配送
カゴ積み降ろし

4t配送ドライバー

完全週休2日制なのでプライベートも充実!!

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

一般事務（電話応対、客先からの
 問い合わせ対応、PC入力）

◎研修期間有

★入社日応相談
★GW明けからの
勤務も可

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

②営業

①調理師

橋本台　社員

エンゼルフーズ㈱
■幼稚園・学校給食の製造・販売

[応募]まずはお電話下さい。面接の日程をお決めします。履歴書（写真貼付）持参で
　　　お越し下さい。 受付／11：00～17：00（月～金） 担当／大久保

042-700-5511相模原市緑区橋本台1-20-7
（橋本五差路近くのイエローハットさん裏手）

お客様への給食の
案内や提案等

給食の調理、
衛生管理、清掃等

月給／21万円～30万円＋歩合
資格／要普免（MT）

時間／8：00～17：00

月給／21万円～30万円＋時間外手当
資格／調理師免許（無資格者応相談）

時間／5：00～14：00※早出・残業有

休日／隔週土、日、祝、夏季、冬季、GW
待遇／昇給年1回、賞与年2回、各種保険完備、退職金制度、制服貸与、
　　　車通勤可、各種手当有、昼食補助有

子供達の笑顔の瞬間が醍醐味の仕事です。

※一律皆勤手当含

田名　派遣

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4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。

待遇／社会保険完備、有給休暇有、交通費
　　　支給（当社規定）、ロッカー・制服貸与、
　　　夏季・冬季一時金有、社員食堂有、
　　　車・バイク通勤OK（無料駐車場有）
　　　

勤務地／中央区田名
（上溝駅から車10分）

2交替勤務時間／①  8：30～17：00
　　　②20：30～翌5：00
休日／4勤2休

時給／1,300円
　　　　（残業時給1,625円）
　　　　★月収例317,070円

NC機（自動機）に電子部品をセットし加工の条
件を確認して起動させるお仕事! 加工が終わっ
た製品の検品などもあります! 空調完備で快
適な職場です! 休憩時間も90分ありますので、
しっかり休んでしっかり働けます!

NC機（自動機）の
機械オペレーター

～

時給／1,030円～
時間／8：00～12：00（実働4h）
　　　※勤務は週5日程度（曜日応相談）
待遇／通勤手当1日最低500円支給、
　　　制服貸与、車通勤OK

［応募］電話連絡の上、履歴書持参下さい。4/23（月）9:00～受付。（担当／採用係）

施設内のお仕事なので
空調完備で働きやすいです。

簡単な日常清掃
スタッフ

【勤務地】緑区青山近辺 公共施設
※面接は現地でも可

下記参照　パート

月曜定休日

相模原市中央区淵野辺4-3-16
■総合ビルメンテナンス

㈱清王サービス相模原
営業所 042-768-1649

相模原市中央区東淵野辺4-25-3

たけのうち保育園 042-730-6336（尾野）

時給／1,000円
時間／①15：30～18：30 ★週3日～、土曜シフト有
　　　②  9：00～17：30 ★土曜のみ

月給／204,000円～
時間／7：00～19：00 ★土曜シフト有

★週3日～
（土曜出来る方歓迎）

清掃員
保育室の清掃等

時給／956円
時間／15：30～16：30

★いずれも週2・3日程度、シフト制
（休み希望出せます）

調理員

【パート】

【正職員】

時給／956円
時間／①8：00～13：00
　　　②8：00～15：00
　　　③8：00～16：30

子どもの笑顔が好きな方、待ってます!!

保育士

社会福祉法人たけのうち福祉会

［応募］4/23（月）より受付。電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参下さい。

東淵野辺　正職員・パート

年1・2回
祝日出勤有
（9：00～14：00）

※シフト制勤務

042-773-2613
丸鹿運輸㈱

相模原市中央区
南橋本4-4-19

[応募]お気軽にお電話下さい。担当／吉村

ツルハドラッグ

南橋本3
東プレ

至橋本五差路

下九沢局
さがみリハビリ
テーション病院

昭
和
電
線

下の原

南
橋
本
駅

〒 当社

◉時間・その他詳細は
　面談にて

2tドライバー募集

〈地場〉長距離なし
神奈川県内の
配送です

月給／260,000円～
時間／5：00～14：00
　　　（多少変動有）
休日／日曜、祝日、その他当社カレンダーによる
待遇／福利厚生、社保完、制服貸与、他手当有

南橋本　社員

●車通勤可

退職者が出る為、

久しぶりの募集です。

普通免許
だけですぐ
働けます♪

㈱アクティブリンク
042-851-3382相模原市中央区清新8-11-1

清新　内職

報酬／完全出来高制

内職・場内内職

内 職

※車で引取・納品
　出来る方

荷物の持ち帰りしなくてOK

曜日・時間自由です

◉冷暖房完備
◉自転車・バイク通勤可

場内内職

［受付］月曜～土曜9：00～17：00※お気軽にお電話下さい

家事の合間や
お子様の寝た後など
時間を有効活用
出来ます

メリット!
もくもくと作業出来る
ので効率UP

●●●年令不問●●●

紙製品の簡単な
組立・テープ貼り・
封入・検品等、
各種有

メリット!

大型ドライバー

〈出勤地・車庫〉緑区大島

月収／300,000円以上＋高歩合制
資格／大型免許、フォークリフト免許
休日／日曜、夏季、年末年始
待遇／昇給有、社会保険・各種保険完備、
　　　作業服貸与、退職金制度有、
　　　その他手当有、マイカー通勤OK

【平均月収】

400,000円前後

［応募］下記迄、電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参でご来社下さい。

【受付】城山営業所 相模原市緑区川尻4030-9

090-2162-1309
一般貨物自動車運送事業 関自貨 第2017号

担当者移動中が多い為、不在の際は
折り返しご連絡させて頂きます。

大島　社員

正社員大募集!!増車
に付

日曜休みのお仕事です!!

［応募］4/23（月）AM9:00～受付。電話連絡の上、履歴書持参でご来社下さい。

㈲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）

042-770-8221

■連絡先／㈱広和産業
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■勤務地・面接地／スリーエムジャパン㈱内

時給／1,180円
時間／①  6：45～15：15
　　　②14：05～22：35
　　　③  8：45～17：15
　　　（実働7.75h）※残業有
休日／土曜、日曜、祝日
待遇／社会保険完備、作業服貸与

研磨材
製品の加工

南橋本　アルバイト

2交替勤務
休憩45分

田名塩田　社員

相模原市中央区田名塩田3-10-1
（JR相模線「番田駅」より車で6分） ※営業電話ご遠慮下さい

㈱ネオ 相模原営業所
［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。配送車に試乗してみたい…等も歓迎!
■食品配送業

042-711-8237

■3t・4tドライバー求む

給与／26万円～
資格／要中型免許以上
　　　※免許ない方もご相談下さい。
時間／配送ルートによる（各種時間帯有）
休日／週1日～、週2日など休日応相談
待遇／昇給、社会保険完備、ミニボーナス有、
　　　無事故手当有、入社祝金支給（規定有）、
　　　車通勤OK
　　　※寮希望の方相談にのります

食品のルート配送（ゲート車）

入社祝金
支給
（規定有）

●経験者大歓迎
カゴ積み・カゴ
降ろしなので、
女性活躍中です!!

中型免許
取得制度有
当社全額負担します

（規定有）

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。

1勤務／15,000円～
資  格／初任者研修（ヘルパー2級）以上
時  間／18：00～翌9：30
待  遇／交通費規定内支給、 車・バイク・自転車通勤OK

共和　パート

利用者様は1フロアに最大4名なので見守りやすい環境です

夜勤専門
介護

夕食・朝食
検食あり

★WワークOK

★週1日～OK

★扶養内対応可

★経験者優遇!!

経験や資格
無くても
OK!!

時間は
自由に
選べます♪

出社は
週2回!!

下記参照　委託

アフターサービス業務

相模原市中央区相模原5-5-3・4F

保険にご加入されているお客様への
アフターフォローをするお仕事です。

報　酬／出来高制

　　　　月額7万円～10万円程度
　　　　　基本報酬＋加算報酬、
　　　　　詳細は当社規程による
出社日／火曜・金曜（合わせて5h程度）

※高卒以上

三井生命保険㈱相模原営業部

042-756-1934
http://www.mitsui-seimei.co.jp/

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

（H30 相模原（営）SP 第2号）

【活動地域】相模原市内

サービスパートナー

（　　　　　）

【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

給与／200,000円～
　 350,000円（残業代含）
　　　※年令・経験考慮します ※試用期間有
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

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

溶接工
（CO2）

20代～60代の方、多数活躍中!



相模原市中央区千代田6-5-3（オーケーストア近く）㈲秋山電工
［応募］お気軽にお電話下さい。

電気工事スタッフ

■電気設備工事業

042-757-3443

★要普免
★資格取得支援制度有

未経験者も大歓迎!!頑張る方はしっかり評価致します。

月給／20万円～40万円以上
日給／9,000円～18,000円以上

経験者は30万円スタートも可!!
資格・能力に応じて更にUPも可!!

http://www.a-denko.co.jp/

時間／8：00～18：00　休日／日曜、GW、夏季・年末年始
待遇／昇給随時、賞与年2回、社保完、残業手当、退職金制度有、
　　　有休、制服貸与、交通費補助、車・バイク通勤OK

千代田　社員・パート

㈱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

3t

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）

清新・横山　社員

月給／26万円～28万円
　　　＋手当
時間／3：00～14：00
休日／毎週木曜、他月2回

4t

詳しい仕事内容など…
お気軽にお問合せ下さい。

待遇／昇給、賞与年2回、社保完、車通勤可、交通費規定内支給

[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

※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

【1個あたり140円／車持込の方】
仕事に慣れるまで個数保証有（当社規定による）

★月収18万円以上も可能!!
軽自動車でのお仕事!!※要普免

まずは助手席からスタート!!
出来るか、続くかはやってみないと分かりません!!

未経験OK!!男女共にシニア世代活躍中!!

下記参照　委託

★配達は相模原市
　中央区・南区

配達車貸与

まもなく見頃を迎えます。

（4月20日撮影）

今なら米沢牛入りメンチカツと
ハンバーグのセットが

スープ＋ライス付
通常1,900円

スープ＋ライス付1,500円（税別）

バラが咲き出しました!

●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】 2018年5月10日迄 RP4/22

切り抜いてお持ちください

お食事ご注文の方全員に
自家製バラの
デザート等をサービス!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）

!!

厚木市山際　CM

バラをはじめとする四季のお花を楽しみながら
農家直営こだわりの美味しい御食事が出来ます。

4/21（土）～6/15（金）までローズフェアを開催中!!
期間中は毎日14時からガーデンツアーを開催する他、
バラの育て方教室や苗の特売会も。

報酬／完全出来高制

●内職
◉車で引取・納品出来る方

紙製品の簡単な組立・
テープ貼り・封入・検品等、各種有

内職・場内内職年令不問

下記参照　内職・パート

㈱エーピーアイ（API）
受付本社▼

042-810-2992
【本社】町田市小山町226
　　　（町田街道沿い、馬場信号そば）
【センター】相模原市中央区東淵野辺1-1-5

［受付］月曜～土曜9：00～17：00
　　　※お気軽にお電話下さい

●場内内職

荷物の持ち帰りしなくてOK

曜日・時間自由です◉冷暖房完備
◉自転車・バイク通勤可

勤務地…本社・淵野辺センター
★業務拡大につき同時募集!!

家事の合間やお子様の寝た後など、

時間を有効活用出来ます

もくもくと作業出来るので効率

お仕事は
1年中あります!!
頑張れば
頑張った分だけ
収入になります

メリット!

メリット!

・普免 ・旧普免
・中型免許 OK

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230,000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!

土・日休みの配送です!未経験の方も大歓迎!!

0120-352-981
相模原市中央区田名1296-15（田名北小・信号近く）

[応募]電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。
　　　4/23（月）9：00より受付開始。人事担当まで

㈱サンコープ
小岩井乳業代理店・スーパーバナジウム富士代理店

本社 宅配事業部

サンコープHP http://www.suncorp-milk.com

下記参照　パート・アルバイト

月給／50,000円～※仕事量による
資格／高卒以上、普通免許
時間／9：00～ ※時間応相談 ※早出も可
勤務／週2日～（【月・木】【火・金】【水・土】）
　　　応相談 ★週1日でも相談下さい。
待遇／各種手当、社保完、交通費規定支給、
　　　制服貸与、正社員登用制度有、
　　　扶養内考慮

〈乳製品〉※営業活動は一切ありません

週1日～
OK!

上田名

堀之内

田名整形外科

セイムス ヨークマート

田名バスターミナル至
1
2
9
号

至
高
田
橋

至大島

テニス
コート田名北小入口

セブンイレブン

当社

配達スタッフ

車持込の方
厚待遇

60代の男性、
主婦の方
活躍中!

未経験者
大歓迎!!

急な休みも

スタッフ皆で

協力します!

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。 

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
●車通勤OK（駐車場完備）

時給／956円
時間／9：00～19：00の間で
　　　4h～勤務出来る方

下記参照　パート・アルバイト

日給／8,000円～
時間／8：00～17：00
　　　（現場により異なる）
詳細はお気軽にお電話ください

★日払い相談可
★長期・短期も可電話応対・書類整理

★多少PC出来る方歓迎

採用枠若干名 増員中!!土・日・祝出勤
可能な方!!

片付け・簡単な引越し等

週2日～、
1日4h～OK

事務 作業員

042-740-6700相模大野校

相模原市南区相模大野3-18-10アリスビル5F
(相模大野駅より徒歩約2分)

全日本きもの着装コンサルタント協会認定校 HP▶http://www.kitsuke-tokyokimono.com/

相模大野

年令
不問着付け教室のアンケート、

無料体験授業をお勧めする
お仕事です

【仕事内容】

無料着付体験案内係

時給／960円～1,300円以上
時間／9：00～15：00
休日／日曜、祝日※出勤日応相談

50代・60代の方も活躍出来ます♪着付け出来る方同時募集
※詳細は面談にて

3名の採用予定!GW明けからの勤務も可!!

代

未経験
OK

仕事内容は難しくありません。

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!!)

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

月給／300,000円～  時間／17：00～
月給／285,000円～  時間／3：30～

社会保険倶楽部（福利厚生）に加入!!

4t

4tアルバイトドライバー
お菓子・食品の配送（日曜）

時間／4：30～、
　　 10：30～

資格／普通免許（H19年6月～取得者は中型免許）
休日／日曜（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、有給休暇、
　　　ライフプラン手当・残業手当・休日出勤手当有、慶弔金制度有、
　　　無事故手当年1回有、交通費支給（当社規定）、制服貸与、車通勤OK

◆カゴ積み・カゴ降ろし

◆スーパーの配送

ドライバー

【同時募集】

女性活躍中

時給／960円～
時間／9：00～16：00
　　　※相談出来ます。
　　　例）9：00～12：00、
　　　　  9：00～15：00等
休日／土、日、祝、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

軽作業スタッフ 未経験者
大歓迎!

※詳しくはHPをご覧下さい

★週3日からOK

橋本台　パート
難しい仕事ではありません!!覚えてしまえば簡単です♪

★30代～60代の
　元気な女性活躍中!!

月給／31.2万円～
時間／1:30～12:30

月給／31.2万円～
時間／5:30～17:30

①4tゲート〈夜〉

②4tゲート〈朝〉

田名塩田　社員

休日／シフト制、他会社カレンダーによる
　　　※曜日希望など相談に応じます
待遇／賞与有、交通費支給（規定内）、
　　　社保完、制服貸与、車通勤可
［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参下さい。担当／採用係

■一般貨物自動車運送事業
相模原市中央区田名塩田4-17-6
（JR相模線「番田駅」より車10分）

㈲久岡運輸 042-711-9095

ドライバー大募集!!カゴ台車の
仕事です

042-759-7112ネストケアセンター相模原市中央区氷川町13-1-2F

[応募]まずはお気軽にお電話下さい。（担当／松本・佐藤）

ホームヘルパーさん
在宅で頑張る利用者様を支えるやりがいのあるお仕事です!!

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

時間／8：30～17：30の間で応相談

待遇／交通費別途支給、車通勤可

★日・祝・夜間時給UP!!
★処遇改善手当有（別途）

◎週1日～、1日1h～OK
◎日曜のみもOK
◎直行直帰OK
◎正社員登用制度有

氷川町　パート

パート

相模原市中央区
田名4382 042-762-3229㈲新元運送

小型移動式クレーン免許
資格取得支援制度有!!
※免許お持ちの方優遇致します

［応募］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

ドライバー募集
田名　社員

時間／7：00～17：00位
休日／日曜、祝日、GW、夏季、冬季
待遇／社保完、交通費規定支給

小型移動式クレーン2t平ボディー

平均月収／30万円
　　　　 （25日勤務）

平均月収／32.5万円
　　　　　（25日勤務）

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 [土]9：00～17：00

配送スタッフ

時間／9：15～17：30（4h～OK）

相模原センター
http://www.ouchi.coop

17時以降…
時給150円UP

祝日………
時給100円UP

土・日休み♪近隣の方
男女共に大歓迎!!

1日4時間、週3日～勤務OK!!女性活躍中!!

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。お届け件数は
勤務時間に合わせて決めるのでムリなく
配達出来ます!!

運転に不安がある方も丁寧な研修を実施しており、
慣れるまでは先輩スタッフが同行するので安心です。

田名　パート・アルバイト

時給／1,180円～
【月収例】
週4日×4時間＝75,520円
週5日×6時間＝113,280円

普免で
OK

（AT可）

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

積込パート
商品積込作業及び
倉庫内の整理、
片付けをするお仕事です。

時給／1,010円～
　　　※8：00～9：00 時給100円UP
時間／8：00～11：00
　　　（2h～、週3日～OK）


