
㈱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）

下記参照　職員

月給／211,500円以上
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
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

【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）

保育士募集

経験等考
慮

建物も新しく、キレイで清潔な保育園です!!

正職員

麻溝台　　　

［応募］電話連絡の上､履歴書（写真貼付）持参下さい。■物流業

㈱アキワーキングサービス 麻溝営業所
相模原市南区麻溝台8-23-1 090-8840-5032（応募専用／担当タカギ）

※委細相談

2tロング平車

7月1日～8月31日予定 日給／16,000円
※研修10日間…日給／10,000円
時間／5：00～17：00
休日／土曜、日曜、祝日

㈱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
※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

もくもくと作業出来るので効率UP

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!

メリッ
ト!

年令
不問

日給／未経験…8,000円～10,000円
　　　経験者…10,000円～12,000円

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真不要）をご持参下さい。担当／採用係

★40代位までの方活躍中
★普通免許あれば尚可

未経験

OK

技術を身に付け将来を安定させませんか?

スタッフ1人1人を大切にする会社です。

新規スタッフ募集
建物内配管・公共工事

＋諸手当
※諸手当は月収で

5万円～7万円迄支給

■建物内配管・公共工事

〒252-0159 相模原市緑区三ケ木1175
（各線「橋本駅」より車で25分）
（担当より折り返しご連絡します）

㈱本田設備
042-784-5136

時間／8：00～17：00※現場により異なる
休日／日曜、祝日、GW、夏季、年末年始、事前申請で希望日休みも可
待遇／昇給有、交通費規定内支給、車・バイク通勤可、社員登用制度有、
　　　資格取得支援制度有、家族・住宅・現場・皆勤手当有

※経験・やる気により優遇 ※試用期間有

下記参照　作業員

[応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参でご来社下さい。 9時～18時の間で受付。

総合建物解体業 http://www.rikiken.com/

　㈱リキケン【応募受付本社】相模原市南区下溝321-2 042-711-8140

新磯野　社員・アルバイト

時間／8：00～17：00 ※現場による　休日／日曜、GW、夏季、年末年始
待遇／社保完備、作業服貸与、正社員登用制度有

※試用期間有
※詳細は面談にて

建設廃棄物等の仕分け

未経験者可

週1日～OK

上中丸

くるまやラーメン

太郎茶屋鎌倉

セブン
イレブン

ダスキン下溝

ファミリー
マート

中丸 本社

10tダンプ運転手 プラント作業員

解体工事作業スタッフ
解体作業・重機オペレーターの経験ある方大歓迎!

給与／ 300,000円～
　　　※経験・能力考慮します

★要普免

給与／300,000円～※経験による
日給／12,000円～
2t・4tのお仕事もあります。

時給／956円～
　　　※経験・資格により優遇します

時間／8：00～17：00の間で
　　　3h～OK

相模原市緑区二本松1-37-9
（採用係）

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）でご来院下さい。

042-762-5351㈹

待遇／昇給年1回、賞与年2回、各種社保加入、交通費支給、退職金制度有、マイカー通勤可（駐車場無料）、昼食無料支給（夜勤時は夕・朝食含む）

医 療 法 人
社団鴻友会

療養型病床（病床数206床）

※看護師1名・補助2名体制

■正看護師・准看護師（常勤） ■看護補助

■調理員（常勤）

【交通】橋本駅南口から上大島行バス10分位（湘北病院前バス停下車徒歩1分）

月給／〈正〉374,900円以上（夜勤4回等手当含む）
　　　〈准〉354,500円以上（夜勤4回等手当含む）

月給／186,700円以上（手当含む）
時間／当社規定による●無資格・未経験でも可。親切に指導します

●各種資格等取得に向けて応援します
●介護福祉士別途手当あります（常勤）

20代～50代の方幅広く活躍中!

時間／【日勤】9：00～17：00 【夜勤】16：30～翌9：00
　　　※残業は殆どありません

月給／〈介護福祉士〉230,300円以上
　　　　　　　　　（夜勤4回等手当含む）

　　　〈介　護　職〉221,500円以上
　　　　　　　　　（夜勤4回等手当含む）

［勤務］月20日～23日勤務

［勤務］月20日～23日勤務

［勤務］
月20日～
23日勤務

常勤

時間／【日勤】　9：00～17：00
　　　【夜勤】16：30～翌9：00

パート
［勤務］
週2日～OK

時給／〈介護福祉士〉1,200円以上
　　　〈介　護　職〉1,100円以上
日給／15,000円夜勤専従★早番・遅番有　★調理師免許あれば尚可（資格手当有）

※残業は殆ど
　ありません病院見学

出来ます

外来等はないので静かな環境で
　　　　　ゆったりお仕事出来ます!

二本松　職員・パート

042-774-9327

［応募］電話連絡の上、履歴書持参でご来店下さい。
相模原市緑区橋本6-30-11東山だんご 橋本店 （百鳥）

ももどり

だんご･弁当･和菓子　ご注文承ります

時給／956円～
時間／6：00～10：00
休日／水曜定休日

特に経験がなくても大丈夫!
どなたにもできるお仕事です!

おにぎり・お稲荷さん・のり巻き
などを作っていただくお仕事です。

スタッフ募集
★週3日程度（時間・曜日応相談）

橋本　パート・アルバイト

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　社員

（詳細はwebをご覧ください）

スーパーマルチ職人を目指しませんか!

創業50年 地元で選ばれ続ける！

柿澤塗装店

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。

共和　非常勤・常勤

★常勤ヘルパーも同時募集中★

月給／220,000円～＋業務手当2万円＋介福手当1万円
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
待遇／賞与年2回、社保完、車・バイク通勤可、車両手当、交通費支給、
　　　他資格に応じた手当有

※試用期間有

日給／11,000円
資格／初任者研修修了者（旧ヘルパー2級）以上、要普免

時間／21：30～翌6：30（内休憩1h）

★日・月・木できる方積極採用中!!
（他曜日希望の方もご相談下さい）

非常勤

常勤

夜間ヘルパー

サービス提供責任者

ラ　　　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。本日6/17（日）より受付。

【勤務地選べます】中津工業団地内、相模原市中央区、町田市鶴川

相模原市中央区相模原5-11-1
担当
山口070-6557-5978

下記参照　委託

【月収例】
25日勤務15万円～30万円程度可
資格／要普免  休日／シフト制※応相談
時間／8：00～ 配達が終わり次第終了

軽自動車（リース車有）を使用
して配達をして頂くお仕事です。

男女・年令不問

中高齢者歓迎

完全出来高制

軽貨物
ドライバー
募集!!

相模原市中央区淵野辺4-3-16

［応募］電話連絡の上、履歴書持参下さい。（担当／採用係）
■総合ビル清掃業　建築物清掃業（神奈川県9清29号）　貯水槽清掃業（神奈川県8貯42号）

㈱美備 042-768-1649

清掃のプロ目指してみませんか?
キレイにしてお客様に喜んで頂ける
とてもやりがいのあるお仕事です!!

時給／1,100円～※試用期間有
　　　＋運転手当（軽自動車での移動）
時間／3：30～11：00※実働7h程度
　　　勤務日数・休日等詳細は面談にて
待遇／社会保険完備、交通費規定内支給、制服貸与

★要普免
★正社員
　登用有

ピカ
  ピカ

中高齢者・
未経験共に
大歓迎!!

女性活躍中!!

下記参照　アルバイト・パート

清掃スタッフ募集

田名塩田　社員

［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

時間／8：00～17：00 ※多少変更有
休日／週休1日又は隔週休2日 ※相談可
　　　他会社カレンダーによる
待遇／賞与有、交通費支給（規定内）、
　　　社保完、制服貸与、車通勤可

月給／338,000円～

新規コースに付

大型ドライバー
募集!!

女性ドライバー
活躍中

※積地近場
（パレット輸送）

地場定期便

要フォーク免許

若干名

厚木市山際　CM・求人

●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6月24日迄 RP6/17

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）

!!

6月末まで特別価格

※税別

ライス・スープ付き
米沢牛市場の協力により

時給／960円
時間／ランチタイム（応相談）

●年令不問　●車通勤可
  　　　　　 ●交通費支給

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来店下さい。

洗い場・ガーデン片付けスタッフ募集

6月咲きのバラ
楽しめます

週1日～
OK!!

米沢牛10
0%

ハンバーグ
と

夏野菜添
え



相模原市中央区田名5770 042-761-6940
株式会社 北栄興業

■産業用自動装置 治工具設計製作

[応募]9：00より受付。電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参下さい。問い合わせだけでもOKです。

月給／20万円～35万円以上＋各種手当（前職・経験考慮） ※試用期間有
時間／8：00～17：00
休日／第1・2土曜、日曜、祝日、GW、夏季、年末年始※計100日
待遇／昇給年1回、賞与有（業績による）、社保完、交通費支給、有給休暇有、
　　　マイカーOK、作業服貸与、残業手当有、家族手当有、他各種手当有

田名　社員

（製作図面による打合せ・製作手配等）

（汎用・NCフライス） 

②営業候補

①機械オペレーター

■PC出来る方 ■要普免

～自動車製造関連のお仕事です～

麻溝台　パート

時給／990円～※経験考慮します
時間／14：00～19：00
　　　（土曜8：30～12：30）
　　　★火・水・金…午後の勤務
　　　★土…午前の勤務
待遇／昇給有、車通勤可、
　　　交通費規定内支給

相模原市南区麻溝台4-10-14
麻溝台メディカルプラザさとう整形外科

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参下さい。

042-741-1733

受付・ご案内・会計・レセプト業務など

※△は14：30～17：00

診療時間

○
○
○
○
○
○

○
○
△
○

月 火 水 木 金 土
9：00～12：00
14：30～18：30

受付医療事務

興味がある方お気軽にお電話下さい♪ 勤務開始日応相談!!

PC得意な方は
未経験でもOKです

相模原市緑区橋本台1-25-17
橋本中央保育園 042-703-1855

特定非営利活動法人
神奈川県児童福祉協議会

橋本台　社員・アルバイト

月給／204,000円～※手当の一部含
　　　（経験・能力により優遇） ※諸手当有
時間／7：00～19：00（実働8h）
休日／週休2日シフト制、他当園カレンダーによる
待遇／社保完、退職金共済・福利厚生充実

●社員

時給／1,000円～（経験・能力により優遇）
　　　※早朝・夜間1,300円～

●週1日! 1h～応相談 ●社員登用も有

●アルバイト

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参下さい。

保育士

※有資格者(今年度中に資格可能な方応相談)　

★ボーナス支給!!（年2回→年3回検討中）

★車通勤可★

新築ピカピカ

月給／253,000円～
　　　※夜勤手当5回・
　　　　処遇改善手当含む
時間／シフト制
休日／完全週休2日制（交替制）、
　　　夏季・冬季休暇有

介護職員

時給／介護福祉士1,500円～
　　　無資格1,100円～

★週3日～勤務OK

※介護職員処遇改善手当有（時給＋50円）

町田市相原町　社員・パート

 町田市相原町4391-7
(町田街道沿い、法政大学入口信号そば)ヴィラ町田

介護老人福祉施設
［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でお越し下さい。社会福祉法人平成記念会

042-783-0900http://machida.tokuyou.jp/

時間／【早番】 7：30～16：00
　　　【日勤】 9：00～17：30
　　　【遅番】11：00～19：30

待遇／【正】昇給年1回見直し有、賞与年2回、社保完、退職金制度有
　　　【共通】交通費全額支給、有給休暇有、車通勤OK

月給／235,000円～
　　　（処遇改善、宿直4回含む）

生活相談員

時給／980円 ※18:00～20：301, 180円
　　　　　　　　※　5:00～　8：001,280円
時間／①5：00～10：30 ②9：00～15：00 ③15：00～20：30

調理補助 ★週2日～相談OK

働き方ご相談ください♪未経験の方もしっかりと教えます!!

パート

パート

パート

正職員

正職員

時給／1,500円～
時間／9：00～17：30

ケアマネージャー

相模原市中央区淵野辺4-38-7 2F㈱office ZERO
■運送業

042-707-0411

［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

※詳細はお問合せ下さい

時間／8：00～21：00 ※時間応相談
休日／週休シフト制
待遇／社保完、制服貸与、車・バイク通勤可

日給／5,000円～24,000円
【収入例】入社6ヶ月 40代男性

　　　　26日勤務=468,000円

下記参照　

【配達エリア】宮前区、相模原、町田、座間

最初は短い時間から始めたいという方も大歓迎!!

★要普免　★社員登用有

配達エリアは固定!!お任せするエリアは
広くないので覚えやすく!!慣れてしまえば簡単♪

しっかり

研修有

時給／1,000円～

［応募］電話連絡の上、ご来社下さい。

相模原市中央区緑が丘2-41-1
㈱IMARISE 042-851-4586

090-3201-8548

■空調設備工事業

現場作業スタッフ
月給／286,000円～450,000円
　　　※経験を考慮の上、決定致します。

　　　※研修期間3ヶ月有（月給／208,000円～）
時間／8：00～17：00(現場により異なる)
休日／月4～6日（日曜含）、GW、夏季、冬季 ※相談OK
待遇／賞与年2回、昇給随時、各種手当有（家族手当15,000円～、
　　　休日出勤手当）、交通費規定内支給、作業着貸与、資格支援、
　　　車・バイク通勤OK（ガソリン代支給）

スタッフ1人1人を
大切にします。
産休・育休有
出産祝金支給!!

緑が丘　社員・アルバイト

新しい時代を築く仲間募集
人の心を動かす仕事!そんなカッコイイ人を一緒に目指しませんか?

アルバイトも同時募集 日給／11,000円～18,000円

月給／22万円～

月給／30万円～

時給／1,000円～

時給／1,400円～

8,400円／1回
2,700円／1回
1,800円／1回
500円／1回

相模原市緑区三ケ木627
（神奈中三ケ木バスターミナルより徒歩5分）

医療法人社団
悠心会

15,900円／1回夜勤手当・・・・
3,000円／1回休日出勤手当・・

夜勤手当・・・・・

休日出勤手当・・

土曜勤務手当・・

早番・遅番手当・・・・

③ケアワーカー

①看護師 ②准看護師

（看護助手）

正職員

パート

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来院下さい。担当／山崎

一般病棟（44床）、療養病棟（50床）
内科・消化器科・呼吸器科・循環器科・
整形外科・外科・皮膚科・肛門科

042-784-4114

森田病院

時間／8：45～17：30※週39時間勤務のシフト制　休日／4週7.5休＋祝日
待遇／職員食堂有、交通費全額支給、車通勤OK（職員無料駐車場有）
【正職員】昇給年1回、賞与年2回、期末手当年1回、社保完、住宅・育児手当、退職金制度

充実の待遇

月給／33万円～

時給／1,700円～

正職員

パート

正職員

パート

HP▶http://userweb.pep.ne.jp/moritahp/
森田病院 相模原

働くあなたをしっかりと
サポートします

あなたの経験を
当院で活かしてください。

三ケ木　正職員・パート

2,000円／1回土曜勤務手当・・

★夜勤の回数・外来勤務希望の方
　お気軽にご相談ください

MAIL▶moritahp@ybb.ne.jp

まずは現場の軽作業からお仕事スタート。
将来的には塗装の技術を学び、手に職をつけましょう。

日給／9,000円～12,000円以上
　　　※経験・能力を考慮の上、決定

〈勤務日応相談〉

●入社日応相談

時間／8：00～17：00 ※現場により多少移動有
休日／日曜、祝日、夏季、年末年始、GW、他当社カレンダーに依る
待遇／昇給有、各種保険有、車通勤可

給与／22.5万円～45万円
　　　※経験・能力を考慮の上、決定
年令／18才～(要普免)
　　　※省令3号のイ適用

◆アルバイト

◆社 員

異業種から転職したい方大歓迎!!
新たなる職場でチャレンジしませんか?

大島　社員・アルバイト

相和病院
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当社042-761-6494
相模原市緑区大島1744-6

■一般建築塗装・機械塗装・防水工事

㈲市村塗装

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

［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

給与／20万円～35万円（残業代含）※試用期間有
　　　※年令・経験考慮します
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

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

★20代～60代の方、多数活躍中!

【本社】相模原市中央区田名塩田4-17-19

042-778-5748

溶接工（CO2）

冷暖房完備なので快適です!

田名　社員・アルバイト・パート

時給／956円～
時間／9：00～17：00の間で3h～OK

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

■プラスチックの金型設計・製作・射出成形 相模原市中央区田名4084-4

㈱M・K・G 042-763-3770
http://www.m-k-g.co.jp/pc/

月給／20万円～40万円
時給／1,000円～

◎品質管理業務

週3日～、1日3h～OK!!学校行事など優先出来ます♪

★扶養範囲内可

※座り作業がメインです。

◎検査・梱包等

待遇／社保完、交通費支給、車通勤可、作業服貸与

時間／9：00～18：00　休日／隔週土曜、日曜、GW、夏季、年末年始

検査・測定・PC操作など

定年退職された方も
経験あれば大歓迎!!

※未経験OK

正社員 アルバイト・
パート

時間・曜日
応相談

経験により優遇

■カイロプラクティック整体・生活総合指導 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!

後援／日本カイロプラクティック連合会

この紙面とタオルを
ご持参下さい。

〈会場〉相模原市民会館

無料体験説明会
6月23日（土）
6月24日（日）
第1回目／10：30～
第2回目／14：00～

開催日時
7月1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

下記参照　CM

● お電話にて上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。 ●

開催日時

田名塩田　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。

相模原市中央区田名塩田3-309-1
サトランス株式会社

042-777-6820

4tドライバー
給与／33万円～ 
　　　※残業・深夜手当有（試用期間有）
資格／要中型免許 
　　　※～H19.6まで普免OK
時間／20：30～
休日／日曜、他会社カレンダーによる
待遇／賞与年2回、社保完、制服貸与、
　　　福利厚生有、交通費支給、
　　　各種手当有（残業・休日・無事故・
　　　家族 他）、資格取得支援制度有

●車通勤可

正社員

ドライ車

■日用品・雑貨の配送
●カート積み降ろし ●手積み無し!!

入社祝金10万円支給 ※会社規定有

女性
活躍中!!

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

時給／956円～
橋本台　パート・アルバイト・社員

■営業
■製造スタッフ
■自社カタログ・
　ホームページ企画・制作

年令／30才未満（省令3号のイ）

■経理・総務・事務
年令／40才未満（省令3号のイ）

時間／8：00～17：00

■出荷作業

■夕方アルバイト〈軽作業〉

■配線・ハンダ作業（他軽作業有）★週3日～ ※時間応相談

★3D機械設計に興味のある方

■経理・総務
■各種デザイン・ソフトウェア設計

時間／8：30～17：00、
　　 16：00～19：00

時間／8：30～17：00

時間／16：00～
★時間・曜日等応相談

★1日3h～OK!! 
★週3勤務可能

学生活躍中

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］6/18(月)より電話連絡の上、履歴書持参でご来社下さい。

田名　アルバイト

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 ●委細面談

未経験者OK

定年退職された
方も大歓迎♪

60才、70才の方
多数活躍中!!

再入社も可

勤務日数応相談 学生アルバイトOK


