
下記参照　パート・アルバイト・社員

時給／1,030円～

時給／1,250円～
時間／1日8h、週5日［応募］まずはお気軽に携帯までお電話ください。採用係/中野

電気工事士・配管工・
組立スタッフ

厚木市下荻野1422-1

相模原市緑区大山町2-10 ※面接地（アリオ橋本店の目の前）
（大山町・橋本駅南口より無料送迎バス有）相模原市緑区根小屋1752-7

★週3日～
★女性活躍中!

【パート・アルバイト・正社員】

【パート・アルバイト・正社員】

【正社員】

※要第一種又は第二種電気工事士

部品のカンタンな組立・仕上げ

品物の受入・品出し・ピッキング

リモコンでクレーンを動かし、対象物の吊り降ろしや移動を行うお仕事★資格取得支援制度有

㈱コアテック 080-6757-7928
046-215-0571

①作業スタッフ

未経験の方経験者の方共に大歓迎!!大手企業内のキレイな職場です!

【勤務地】

②物流スタッフ

月給／210,000円以上
資格／要クレーン運転士免許　　勤務／週5日

時給／1,200円以上
資格／要フォークリフト免許　勤務／週5日

③天井クレーン
　オペレータースタッフ
時間／9：00～18：00 
休日／土曜、日曜、他会社カレンダーに依る
待遇／交通費規定内支給、昇給有、社保完備、社員登用有、
　　　安心の研修有、社員食堂（1食150～300円位）、
　　　各種手当（家族・残業など）、車通勤可
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同時
募集

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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至横浜

当社

正社員〈営業・営業補助〉
建物解体工事の営業のお仕事です

皆勤手当15,000円  家族手当10,000円
住宅手当30,000円 営業手当20,000円

資格／高卒以上、要普免
時間／8：00～17：00
休日／隔週土、日、祝、夏季、年末年始、GW
待遇／昇給年1回、賞与年2回、社保完、
　　　退職金制度有、車通勤可、交通費支給
　　　★各種免許等の取得制度有

＊設計・積算
　出来る方歓迎!!

★経験者優遇

給与／24万円～42万円
※一律
手当含む

経験ある方は歓迎します。業界未経験の方もOK!!
当社は人間性を重視しております

〈応募〉電話連絡の上履歴書（写真貼付）持参で、
ご来社下さい。担当／伊藤

由野台　社員

未経験の方でも
一から仕事の進め方を

教えますので
心配いりません。

相模原市中央区淵野辺4-3-16リラ淵野辺ビル2F
（JR横浜線「淵野辺駅」北口徒歩3分）

相模
営業所

西東京
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。

担当／
採用係042-776-5711

アース警備保障㈱ 土・日・祝も面接日時の受付中
（24時間対応）

下記参照　アルバイト

横浜営業所
も募集中

日給／【検定2級資格者】11,000円
　　　【一般】9,000円
　　　【一般夜】10,000円

警備スタッフ室内保安・私服保安・駐車場
誘導・交通誘導スタッフ

★給与週払い（5、15、25各日）or月払い制 ★社会保険完備
★資格取得支援制度有（全額会社負担）
★正社員も同時募集中●警備スタッフ●営業又は業務（月給25万円～32万円）
　　　　　　　　　　●事務職〈勤務地／西東京営業所〉（月給18万円～20万円）
　　　　　　　　　　時間／9：30～18：30
　　　　　　　　　　待遇／昇給年1回、賞与年2回、決算賞与（条件有）

店内開閉店業務スタッフ
日給／9,500円～

②八王子市みなみ野1丁目
　7：00～16：00
13：00～22：00

　4：30～12：30
14：00～22：00

法定研修（5日間）日給／7,648円
勤務地

時間

①愛甲郡愛川町角田

入社祝金

10万円支給

定年退職の方大歓迎! 60才代も多数活躍中です

法定研修費
別途支給

時間／8：30～17：30、10：00～19：00、
　　　夜勤も有 ●週2日～OK
待遇／昇給年1回、決算賞与（条件有）

東京都府中市住吉町
5-7-25 三浦ビル3F
（京王線「中河原駅」徒歩3分）

042-366-3411

車通勤可

嘱託者も
歓迎致します

当麻　職員

資格ない方も
ご相談下さい

■サービス付き高齢者向け住宅

相愛なごみ館 相模原市南区当麻1306-1 042-778-3586
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給与・時給／当施設規定による
資格／初任者研修以上（旧ヘルパー2級以上）

　　　★介護福祉士優遇

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

●正職員さん パートさんも可

利用者さんや地域の方との
交流も大切にする施設です

見学して
　 みませんか? ブランクのある方も安心して働ける環境です。

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。

給与／18万円～30万円（残業代含）※試用期間有
時間／8：25～17：30（残業有）
休日／第2・4土、日、祝(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～ 配送・軽作業等

★時間・曜日応相談
扶養範囲内
勤務可

【同時募集】

田名塩田　社員・パート・アルバイト

アステ

女性も多数活躍中です。

冷暖房完備で快適♪

◆溶接（アルゴン・半自動）

◆一般事務（パート）

※詳細は
お問合せ下さい。

未経験

大歓迎!!

下記参照　社員

給与／255,000円～
資格／中型免許（旧普通免許OK）
時間／8：30～17：00
　　　◉実働7.5h ◉月/23日稼働
休日／日曜、他会社指定日
待遇／賞与年2回、社会保険完備、
　　　交通費支給、制服貸与

〒252-0344 相模原市南区古淵2-18-3
ヤママサ第1ビル5F

〈一般作業員及び資源回収ドライバー〉

【勤務地】町田市・相模原市

元気のある方
歓迎!!

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

042-755-2428

正 社 員 募 集

㈱コウセー

相模原市中央区田名2714-1日曜より
随時受付

【不在時】

有限会社 山 崎 商 事

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参下さい。

042-856-1193
090-8840-8165

Yamazaki shoji★★★★★ ★★★★★

新キャタピラー
三菱

三菱重工

至橋本
上溝
四ッ谷

安楽亭

こども広場
日軽物流

至厚木

当社

田名　社員・アルバイト

●週2～3日でもOK
◎マイカー通勤可
◎入社日応相談

※委細面談にて

時間／8：00～17：00 ※多少時間変動有
休日／日曜、祝日、GW、夏季、年末年始
待遇／交通費規定額支給、作業服貸与

4tダンプドライバー

10tダンプドライバー

日給／当社規定により優遇

※要大型免許
日給／経験者12,000円～

※試用期間有

人柄重視!!
やる気があれば即採用。
即勤務も可能!!

経験者
優遇

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／28万円～40万円
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／社保完、制服貸与、車通勤可

アルバイト同時募集

■地場配送（カゴ車）※フォーク免許
あれば尚可

4t・10tドライバー募集!!

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

横山台　社員

［応募］お気軽にお問い合わせ下さい。
　　　（月）～（金）、8：30～19：30受付。（留守電の場合有）担当／菊波

相模原市中央区横山台1-43-17 042-786-0265
■指定居宅介護事業所 ㈱ファミリーホーム

頑張って取った資格を活
かしてみませんか？

月給／23万円～※試用期間有
資格／ケアマネージャー
時間／8：30～17：30
休日／土曜、日曜、祝日、夏季、年末年始、GW
待遇／交通費規定内支給、社会保険完備、車通勤可

資格取得見込みのある方
でもOK!! 

この度、増員致します!

●在宅ケアマネージャー
勤務開始日
ご相談
 下さい 

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】 2018年7月1日迄 RP6/24

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）

!!

※税別

特別価格ライス・スープ付き

米沢牛市場の
協力により

珍しい
ローズリリー
100株が咲き
始めました

世界的にもまだ珍しい
ローズリリーは
「バラ咲きのユリ」と言われ、
当店のローズガーデンを
彩っています。

米沢牛100%ハン
バーグと

夏野菜添え

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

◆2t平ボディ

早く終わってもその日の日給は変わらず保障。日給／10,000円～
時間／6：30～車庫発
　　　（自分で始業時間調整可）
休日／週休2日、週休1日＋他月2日も選択可
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

下記参照　社員

時間も休みも調整可能!!
自分のペースで働けます。

普通免許でOK♪（AT限定可）

土日休みもOK!!

年令不問
（60才以上も歓迎）

同時募集
◆4tウイング



田名　パート

時給／960円～※試用期間有
時間／9：00～16：00の間で4h～OK
休日／土曜、日曜、祝日、夏季、年末年始、GW
待遇／交通費規定内支給、車通勤可、制服貸与

相模原市中央区田名2214-1 担当
採用係

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。※詳細は面談にて

★エクセル・ワード出来る方

★扶養範囲内可

曜日応相談

一般事務パート

042-761-7818

※将来的に正社員登用検討致します。

時給／1,000円 
時間／① 5:45～  9:00
　　　②15:00～19:30

時給／1,100円
資格／要大型免許
時間／① 7:00～10:00
　　　②13:30～18:00

042-771-6131〒252-0132 相模原市緑区橋本台3-7-1

[応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参でお越し頂くか、ご郵送下さい。

★交通費規定内支給　★車通勤可

http://elementary.lca.ed.jp/国際小学校

子どもの好きな方
大歓迎!!

スクールバス添乗員 スクールバス運転手

橋本台　パート

定年退職された60代歓迎!!
男性活躍中!!

※時間
　勤務日

応相談
※時間
　勤務日

応相談

・普免 ・旧普免 ・中型免許

OK

042-761-7187㈹
相模原市中央区田名3672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／車種・コースによる ［例］4：00～13：00
　　　※詳細はお問い合わせ下さい。
休日／土曜、日曜、他当社カレンダーによる
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
［応募］電話連絡の上、履歴書持参でご来社下さい。

2t・4tドライバー

増車 に付き若干名募集!!業務多忙!!

田名　社員

男女共に
活躍出来る
職場です!

週休2日!!

土・日休み
です

［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!

［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

042-700-3218
相模原市緑区橋本台2-10-3
（各線「橋本駅」より徒歩15分）㈲エスディーエス

■運送業

橋本台　社員

月給／28万円～33万円
資格／要中型免許（旧免許可）、6tは大型免許
時間／5：00～8：00の間に出勤後、実働8h、残業有
勤務／月平均23日出勤
休日／当社カレンダーによる
待遇／昇給有、賞与年2回、社会保険完備、交通費支給、
　　　車通勤可、作業服貸与、残業手当、その他手当有

未経験者も大歓迎!!
ルート配送なので覚えてしまえばカンタン♪

4t・6t
ルート配送
ドライバー
募集

シニア世代も活躍中

相模原市中央区並木4-1-13

[応募]お気軽にお電話下さい。

スマイルデイサービスセンター・ビーチ
042-758-5818

デイサービススタッフ募集!!【パート】

時給／960円（交通費1日300円）★他手当有
時間／9：00～18：00 or 9：00～15：00
勤務／週3日程度

並木　パート

退職者の少ない

イゴコチのいい

事業所です!!

★資格無い方
でもOKです

総合広告代理店
［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。

相模原市中央区矢部3-21-15

042-754-8929㈲ラポート企画
http://www.rapportplan.co.jp

時給／1,100円～1,400円
　　　　　　＋ミニボーナス有
勤務／月曜～金曜
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

広告スタッフ（営業補助）広告スタッフ（営業補助）

時間
①9：00～16：00
②9：00～17：00
③9：00～18：00

営業品目多数だから案内しやすいです

●求人広告案内 ●印刷関連案内 ●HP制作案内…など

★学校行事
　にも対応
★勤務日応相談

20代～40
代の

女性活躍中
!!20代～40

代の

女性活躍中
!!

◎試用期間有

矢部　パート

［応募］電話連絡の上、下記まで履歴書（写真貼付）をFAXして下さい。書類選考の上、面接を行います。

■神奈川県企業庁施設の運営・管理

〒252-0233 相模原市中央区鹿沼台1-9-15 プロミティふちのべビル2階
担当
経営課 相子

アイコ

一般財団法人かながわ水・エネルギーサービス
042-768-4222 042-768-4230

【勤務地】津久井水道営業所 相模原市緑区中野252-1
（JR・京王線「橋本駅」下車、神奈中バス「三ケ木行き」から「日赤病院前」下車、徒歩2分）

神奈川県企業庁水道営業所のお仕事です（契・嘱）

HP▶http://kmes-kanagawa.or.jp/

日給／8,120円★プラス経験により別途手当有
月給173,000円～ ※試用期間（採用から3ヶ月間）
月給181,000円～ ※試用期間経過後

資格／経験者優遇、要原付免許※スクーターに乗り慣れている方
時間／①8：30～16：45 ②9：00～17：15
　　　※実働7時間15分（勤務/月20日程度）
休日／土曜、日曜、祝日
待遇／制服貸与、バイク貸与、社会保険完備、交通費（当財団限定）支給、
　　　経験年数に応じて手当アップ（250円～1,500円、
　　　ボーナス夏・冬各5万円）

中野　契約社員・嘱託

簡単なパソコン
操作のできる方

未納水道料金の収納業務兼ねて量水器点検業務

水道に関わる
お仕事を
しませんか！

【月給例】
月20日
勤務の場合

未経験者
大歓迎

［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

水郷田名・下九沢　社員

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
（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!

柿澤のマルチ職人
はんぱないって!

柿澤塗装店

042-743-0235㈹
相模原市南区麻溝台5-18-15

〈 事 業 〉乳製品・清涼飲料水の販売

㈲鎌田乳業

［応募］詳しくは電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参下さい。受付は平日（9：30～17：00）。

宅配ならではの商品を豊富にラインアップ
栄養バランスのとれた健康的な食生活を応援します

北里大学病院

村
富
線

コープ

小松会病院
桜台小

桜台小

北里大
東病院
JA 当社

〒

消防麻溝台
分署入口

麻溝台8

麻溝台　従業員・委託

時給／980円
　　　（研修時給有）
時間／8：00～3、4時間
休日／木曜、日曜、祝日

研修 時給／1,000円
（適正があるか自己判断）

研修後 給与／最低保証10万円
（独立していけるか自己判断）

委託／可能な収入に合わせて
　　　人生設計をデザイン
　　　してみましょう

委託営業

問合せだけでも
お気軽に!!

2、3日働いて休み。
体にやさしいお仕事です

“自由に働きたい”
でも、自分にはスキルや経験がない
から…と考えている方、宅配牛乳の
営業なんていかがですか？委託営業
なら「時間の自由・収入の自由」が手
に入り自分のスキルアップも可能で
す。そうは言っても不安ですよね？ 配達スタッフ

月に6万～8万
くらい稼ぎたい

定年退職後、
体を動かしたい

こんな方におす
すめです!

042-752-3141㈹
相模原市中央区上矢部1-12-29

[応募]電話連絡の上、履歴書持参下さい。

上矢部　社員

※詳細は面談の上

給与／33万円以上
資格／大型免許
時間／8：00～17：00
休日／日曜、他会社カレンダーによる
　　　※相談出来ます。
待遇／昇給年1回、賞与年2回、
　　　社保完、交通費支給、
　　　車通勤可

大型ユニック車

働きやすい時間!! 待遇充実で安心・安定

ドライバー募集

経験者
大歓迎!!

町田市忠生　社員・見習い

時間／9：00～18：00　休日／土曜（会社カレンダーによる）、日曜、祝日
待遇／特別休暇有、社宅有（即入居可）、制服貸与、車・バイク通勤可

町田市忠生2-19-1 （採用係）

愛幸リフォーム

各種職人見習い
◉登録制（空いている時にお仕事出来ます）

※試用期間3ヶ月有

◉男女不問・高卒以上

★主婦活躍中

★経験者優遇

営 業 営業事務

［応募］お気軽にご連絡下さい。

0120-666-208

月給／18万円～ 月給／18万円～
日給／8,000円～

週1日から勤務OK

下記参照　正職員・非常勤

グループホーム職員募集!!

時間／[日勤]8：45～17：15 
　　　[夜勤]16：45～翌9：15

月給／210,000円～（夜勤4回含む）常 勤

非常勤

★週休2日

◎ヘルパー2級以上
◎要介護職経験者介護士

勤務地

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

[応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)ご持参下さい。6/25(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

①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）

【ひびき】

【ひばり】
時給／1,000円～
時間／[日勤]8：45～17：15

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)

別途手当として月額／

6,000円～15,000円

下記参照　

町田市下小山田町2141-10

東京営業所㈲成洋商事
◆一般貨物自動車運送事業 関自貨第773号

ジョウ　　ヨウ

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

042-704-9701

HPはコチラ↓
成洋商事

4tドライバー

休日／週1～2日(当社カレンダーによる)、GW、夏季、年末年始
待遇／社会保険完備、作業服貸与、ワンルーム寮応相談、社員旅行年1回、
　　　マイカー通勤可、携帯電話支給、生保（全額会社負担） 

月給／35万円～45万円以上
　　　※中長距離の頻度に依る

月給／35万円～55万円以上
　　　※中長距離の頻度に依る

〈要普通免許〉 10tドライバー〈要大型免許〉

★簡易宿泊施設有

ガッチリ働きたい方、
自分のペースで働きたい方
どちらも大歓迎!!

042-761-5711
相模原市中央区田名3672-5

■試作部品の精密板金治具制作

［応募］6/25（月）より受付致します。
　　　電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

日の本工業㈱

月給／212,000円～278,000円
年令／45才未満（省令3号のイ適用）
資格／普通免許
時間／8：00～17：00 ※残業有
休日／土曜、日曜、夏季、年末年始、GW
待遇／昇給、賞与年2回、有給休暇、家族手当、
　　　交通費規定内支給、作業服貸与、車通勤可

時給／1,100円～
資格／普通免許
時間／9：00～17：00の間で6h以上 ※応相談
休日／土曜、日曜、祝日
待遇／交通費規定内支給、制服貸与、車通勤可

http://www.hinomoto-kogyo.co.jp/

田名　社員・パート

社 員

パート

自動車試作部品の製造

一般事務

※板金・組付けなど

※エクセル・ワード出来る方

※別途残業手当有


