
長期安定
の正社員

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／275,000円～
時間／10：00～

月給／310,000円～
時間／17：30～・18：00～

カゴ積み・カゴ降ろし

お菓子の配送

下記参照　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。担当/採用係

資格／普通免許（H19年6月～取得者は中型免許）
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、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

社会保険倶楽部（福利厚生）に加入!!

年令・経験は不問!! 幅広い年代が活躍中!!

4tドライバー

女性
活躍中

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

職場見学出来ます。お気軽にお問合せ下さい。

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（毎月支給）、
　　　交通費支給、
　　　他資格に応じた手当有

常 勤

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）

★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

試用期間有

給与／200,000円～280,000円
年令／27才未満（省令3号のイ適用）
時間／8：30～17：15
休日／土曜（但し年3回程出勤有）、
　　　日曜、祝日、夏季、冬季、有給有
待遇／昇給年1回、賞与年2回、
　　　社保完、交通費全額支給、
　　　車（マイカー）通勤可

042-758-5811

〒252-0331
相模原市南区大野台2-1-1（16号沿い）

金沢工機㈱機械工具
総合商社

［応募］電話又はメールで連絡の上、履歴書（写貼）ご郵送下さい。
　　　追ってこちらからご連絡致します。8/6(月)より受付。
　　　E-mail▶kana@olive.ocn.ne.jp　担当／業務課：金沢

至
橋
本

至
横
浜

大野台
郵便局前

快活クラブ

ピーアーク
相模原

AK
ランドリー

ニトリ
モール

大野台
2丁目

当社

※飛び込み営業・ノルマなし。製造業の固定のお客様まわり。

創業68年 地元密着安定企業でのお仕事です!!

※試用期間有

営業・配達社員募集

大野台　社員

最初は先輩と

コンビを組んで

仕事を覚えてもらいます。

親切・丁寧に教えますので

安心です!!

質問等ある方は
お気軽にお電話下さい!

相模原市緑区大島11-13
オーロラシティ橋本203

面接地

■総合解体

塚 原 興 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。

090-8803-2432
※出られなかった場合は追ってご連絡致します

042-763-0105

●見習期間有

◆手元作業員

資格／要普免（AT限定不可）
時間／8：00～17：00※多少前後有
休日／日曜、祝日、GW、夏季、年末年始
待遇／保険完備、車通勤可、
　　　交通費規定内支給、
　　　資格取得支援制度有 ※アルバイトでの勤務応相談

日給／12,000円～
　 16,000円

日給／15,000円～
　 18,000円

◆重機オペレーター

松が丘　社員

資材置場

中央区松が丘

安心安定の正社員!!今からでも間に合います。

見習い期間

10,000円

経験者歓迎 年令不問 中型免許取得者優遇

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

立川営業所も
募集中㈱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

給与／285,000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）
　　　※平均実働9h程度
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

未経験者でも分かる、とっても簡単な
仕事ばかりです。まずはお電話下さい。

●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）

3t・4tドライバー求む 食品のルート配送
（ゲート車）

入社祝金支給（規
定有）

ベ ス パ ー

ＢＥＳＰＡＲ株式会社

給与／24万円～28万円
　　　※試用期間3ヶ月
時間／8：00～17：00（多少残業有）
休日／日曜、祝日、夏季、年末年始、GW
　　　（週休2日制※会社規定による）
待遇／社保完、昇給有、
　　　交通費全額支給、社用車貸与

日給／8,000円以上
時間／9：00～17：00

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

相模原市中央区相模原2-13-2
服部ビル402

★週3日のシフト勤務OK

042-703-6525

正社員 アルバイト

マンション共用部の定期清掃

相模原　社員・アルバイト

独立開業者同時募集

女性スタッフ
活躍中

未経験OK!

千代田　社員・パート

［応募］随時受付中　お気軽にお電話下さい。

事務スタッフ

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
■電気設備工事業

042-757-3443

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

★退勤時間等調整可
パート

正社員現場に出ている職人さんのサポート業務です。

資格／要普免（AT可）  時間／9：00～18：00
休日／週休2日制（日曜、他1回）、GW、夏季、年末年始
待遇／昇給随時、賞与年2回、社保完、有休、制服貸与、交通費補助、車・バイク通勤可

※試用期間有

時給／960円～
給与／181,600円～

●PC基本操作出来る方 ●事務経験者大歓迎!

20代～30代活躍中!!

残業ほぼ無し!!

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）

柿澤塗装店

（相模原No.1 塗装工事1年待ち） ◆月給

◆ボーナス

◆退職金
　制度有

◆年末年始◆夏季休暇◆GW休み有

今の環境で

満足できていま
すか?

修業するなら、
どうせ覚えるなら

本物（柿澤塗装店）で。

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
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東病院
JA 当社

〒

消防麻溝台
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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から3、4時間

休日／木曜、日曜、祝日

（時給／1,000円）

牛乳屋さんのお仕事いかがですか？

施設・お店・

家庭などへの

お届けです

1. 個人宅にパンフレットと試供品をお届け。

2. 数日後、宅配牛乳ご利用のお伺い。

3. 無理な勧誘はNGです。

4. 成約いただけた分が報酬となります。

5. 車両などは持ち込みでお願いします。

※初めての方、不安な方に
　研修期間を設けてあります。

★平日は13:30以降からの勤務もOK!
　時間等お気軽に相談下さい。

㈱ファミリーホーム（本社）
ドリームボックス南台

相模原市南区南台5-21-17 セレス南台101
（「小田急相模原駅」より徒歩8分）

本社
受付042-786-0265

時給／保育士・教員、児童福祉関連施設にて
　　　 2年以上勤務していた方…

　　　【児童指導員】1,200円 ※試用期間1,100円
　　　【保育士】1,300円※試用期間1,200円

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

■放課後等デイサービス

男性活躍中!!

大学生、専門学生も歓迎!!

家事や仕事で忙しい保護者様の代わりに

お子様の発達段階に応じた指導を行い、

自立に向けた豊かな人間関係や社会性を

育てていくお仕事です。

要普免

児童指導員
保育士又は

南台　パート・アルバイト

土曜日
のみも

OKです!

週2日より
勤務OK
です

時間／[平日]10：30～18：30
　　　[土曜]  8：30～17：00

無資格・
未経験の方も
大歓迎!※学校の長期休みも土曜時程

総合広告代理店

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

広告スタッフ
（営業補助）
広告スタッフ
（営業補助）

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

［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。

時給／1,200円～1,400円＋歩合給
勤務／月曜～金曜
時間／9：00～18：00
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

◎試用期間有

勤務日応相談

矢部　パート

要普免

9割が女性の職場です! 人間関係のトラブル無く働けます!

20代～40代の
女性活躍中!!

学校行事にも
対応出来ます!!

50代・60代の方も活躍出来ます♪

042-740-6700

相模大野校

和歌山校・堺校・静岡校・平塚校
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/

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

着付け講師募集中

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

※詳細は面談にて

Q.久しぶりに働くので不安が多いのですが…
A.ブランクがあっても大丈夫です。仕事内容は難しくありません。
Q.着物の知識がなくても働くことが出来ますか?
A.大丈夫です。未経験でも問題なく働けます。

相模大野

一緒にお仕事をしませんか?

★未経験OK

あなたの経験が
　　 活かせます。

年令
不問

無料着付体験案内係

橋本駅徒歩2分
※車・バイク通勤不可勤務地

[応募]随時受付致しますので、お気軽にお電話下さい。
　　　面接は勤務地にて行いますので、履歴書（写真貼付）をご用意下さい。

お仕事内容は簡単なので未経験でも安心です。

女性が多く

活躍して

おります

午前中のお仕事
だから暑さも大丈夫!

時　給／956円～
時　間／6：30～10：00
勤務日／シフト制による勤務
待　遇／作業服貸与、
　　　　交通費支給(定額)

清掃員さん
募集

相模原市南区下溝928-11

有限
会社

042-711-8915
アート建物管理

下記参照　パート

【本社】 相模原市緑区大島11-17
株式会社 竹村建商

［応募］電話連絡の上、履歴書（写貼）持参でご来社下さい。8/6（月）より受付（9：00～17：00）

一般事務

■総合建設業 神奈川県知事許可（般-29）第59939号

042-783-0666

大島　社員

月給／180,000円～※経験・能力による
年令／45才未満の方（省令3号のイ）
時間／9：00～18：00
休日／隔週土曜、日曜、祝日、GW、夏季、年末年始
待遇／賞与年2回、社保完、交通費支給、車通勤可、制服貸与

★未経験者も大歓迎♪
★試用期間有

伝票整理、パソコン入力、
電話応対など

PC基本操作
できる方

相模原市中央区淵野辺2-18-19
（JR横浜線「淵野辺駅」徒歩13分）

■小規模高齢者住宅（入居者10名）

（採用係）陽だまりの家 渕野辺 042-707-1761

Wワーク・扶養内OK日勤介護職員
時給／1,000円～（資格・経験に応じて優遇）
時間／9：00～18：00（相談出来ます）
待遇／交通費全額支給、車通勤可

淵野辺　パート

日給／17,500円～

健康で体力ある方ならシニア世代も大歓迎!!

※試用期間有

夜勤介護職員

要ヘルパー
2級以上

～

資格／要普免※中型免許ない方は、免許取得費用を支援します。
時間／（A）17：00～翌2：00   （B）21：00～翌6：00
　　　（C）  4：00～13：00　  （D）  6：00～15：00
　　　※A・B・C・D選択可　※早出・残業有（1日1h～3h程度）
休日／月6日～8日（ローテーション）
待遇／昇給年1回、賞与年2回、決算賞与年1回（業績による）、
　　　社保完、交通費支給、残業手当、無事故手当、車両管理手当、
　　　地域手当、退職金制度、無事故報奨金制度年1回

厚木市棚沢1165-2
ニ  シ  ニ 　  シ  モ  ハ  ナ

■運送業、物流倉庫、メーカー・卸売業・小売業の物流機能の3PL業務

[応募]お気軽に電話の後、履歴書（写貼）をご持参ください。

シモハナ物流株式会社 046-242-4087

3t・4tトラック
ドライバー

★平均
　年収400万円以上

★賞与年3回

業務拡大につき 50名 乗務員大募集!!
〈年収例〉入社2年目以降 正社員

月給／250,000円～
月給25万円～×12ヶ月＋
賞与3回（夏・冬・決算賞与）＝452万円

□従業員数5,600名!
□涼しい場所で積込み出来ます!

担当
三橋

厚木市棚沢　社員

現在働いている人の半数以上が

トラック

未経験

スタート

★JR横浜線「橋本駅」、「相模原駅」より無料送迎バス有
★車・自転車・バイク通勤OK

下記参照　派遣

相模原市南区相模大野3-19-13

▼音声案内後、ダイヤル2番

■派遣業/派-33-010057

㈱グロップ 相模原オフィス/0003
0120-700-700

簡単な軽作業
【勤務地】相模原市中央区宮下

商品をポンッとセットしてサッと並べるラクラク作業
［応募］お気軽にお電話ください。

時間／①9：00～18：00　②0：00～9：00
　　　※選べる日勤又は夜勤!
　　　※その他時間帯をご希望の方もお気軽に
　　　　ご相談下さい。
休日／シフト制

時給／1,150円
　　　（初回契約期間＊契約更新後1,050円）
　　　※深夜22：00～翌5：00の間は深夜割増で

　1,438円＊契約更新後1,313円

オープニング募集につきキャンペーン時給!!

新規オープニング
スタッフ大募集 !!

無料送迎
バス有

フルタイム

でも

ガッチリ!!

未経験の方

大歓迎 !!
週２日から
勤務 OK!!

42名の 採用予定!!

・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
田名　社員

★週休2日!! ★土・日休み!
★男女共に活躍できる職場です!

20代多数活躍中!!

横山台　パート・外注

時給／1,000円～（経験等考慮の上決定） ※試用期間有
時間／9：00～18：00の間で1日3h～8h出来る方
　　　※面談にて決定
休日／土曜、日曜、祝日

仕事はすぐに慣れます!! 働きやすい職場です

◎経験者優遇 

①電子応用機器
　組立配線 ②工業製品の

　組立及び配管

［応募］電話連絡の上、履歴書持参でご来社下さい。（月～金曜）

相模原市中央区横山台1-1-10
（てるて公園近く）

電子機器製作・製造

042-753-4181http://www.falcon-ltd.co.jp/

68才位迄
の方活躍中

車通勤可

外注さん同時募集
※社内・外どちらでも可

［応募］まずはお気軽にお問合せ下さい。■寝具の製造・販売・クリーニング

㈲ベッテンハイム ゆめゆ工房

時給／960円～1,300円＋報奨金
　　　※研修期間有
時間／9：00～18：00の間で3h～OK

相模原市中央区清新1-4-27

時間・曜日も選べます!!1日3h～、週2日～OK!

★交通費要相談
★車通勤OK
★扶養範囲内勤務可

（ゆめゆ工房内）

042-754-9771

②テレフォンアポインター
・電話リサーチ・羽毛ふとんのリフォーム等 

  簡単な店内業務

①工房スタッフ

清新　パート・アルバイト

女性活躍中!!

（寝具に関する簡単なリサーチ業務）

042-771-5622

［応募］8/6(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／林

相模原市中央区清新6-11-2西脇輸送産業㈲

時給／1,350円～
資格／要フォーク免許
時間／8：45～17：15（7.75h）
休日／土曜、日曜、祝日、
　　　夏季、年末年始、有給休暇
待遇／作業服貸与、社保完備、
　　　皆勤手当有、交通費定額支給、
　　　他手当有

検収作業及びフ
ォーク・リーチ

作業

南橋本　社員

フォークの免許
があれば

すぐに活躍出来
ます!!

《パソコン入力と
ハンディ端末操作

有》

勤務地　南橋本

残業ほとんど

ありません

★週3日以上勤務出来る方 ★土・日勤務出来る方歓迎

時給／1,100円以上
時間／10：00～18：30
　　　※週3日以上 ※時間応相談
休日／第1・3火曜、水曜
待遇／昇給有、社保・厚生・雇用・労災有、
　　　交通費一部支給、有給休暇、制服貸与

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参下さい。日曜より受付。

相模原市中央区中央1-4-1 esビル 0120-105-905
エス・デザイン株式会社

事務 受付・電話応対・文字入力等
一般的な事務のお仕事です

中央　パート・アルバイト・正社員

■一級建築士事務所/神奈川県知事免許（2）27785号/神奈川県知事許可（般-25）79124号

Word・Excel
出来る方歓迎
★正社員登用有

※学生不可

入社日応相談

元気の
ある方
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

しっかりとした研修制度があるので

初めての方でも安心して働けます。

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

［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

時給1,750円の
製造スタッフ
大大大募集!!

【勤務地】相模原市中央区田名塩田

相模原市中央区相模原2-3-16
㈱プラス・ワン 042-758-4229

■一般労働者派遣事業許可番号 派 14-301274
［応募］本日より受付。まずはお気軽にご連絡下さい。

休日／土曜、日曜 ※土曜出勤有

時給／1,750円
　　　※深夜帯は2,188円
時間／① 7：00～ 15：30
　　　②15：00～23：30
　　　※週ごとの交替勤務

田名塩田　派遣

自動車部品の
TIG溶接業務

経験者・有資格
者歓迎♪

未経験の方も
歓迎!

車・バイク・自転車での
自力通勤出来る方歓迎

※土曜出勤時時給／2,188円
男女不問!

50代も活躍中
!

待遇／社保完、交通費規定内支給

週払いOK

㈱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

◉自転車・バイク通勤可
◉冷暖房完備

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

仕事量豊富なので自分にあった作業が見つかるはず!! 
頑張った分だけ収入になります♪

メリット! メリット!
年令不問

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

●カート積み降ろし ●手積み無し!!
日用品・雑貨の配送/ドライ車

女性
活躍中!!

入社祝金10万円支給※会社規定有

正社員



マジシャン ミスターTK
※不在の場合は折り返し致します。090-2254-2195

ミスターTK

（防犯エンタメ集団GIFT代表）

下記参照　CM

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、制服貸与、交通費規定内支給
　　　

★要普免 ★正社員登用有

下記参照　アルバイト・パート

清掃スタッフ募集
中高齢者・未経験共に大歓迎!! 女性活躍中!!

042-703-0016
〒252-0132 緑区橋本台2-10-5

給与／月収例175,000円～
年令／30才未満（省令3号のイ）
時間／8：00～17：00
休日／土曜、日曜（年間113日）

時給／956円～
時間／　8：30～17：00、
　　　16：00～19：00

橋本台　社員・パート・アルバイト

①現場スタッフ
②工場内軽作業
★パート・アルバイト

正社員募集
未経験者歓迎

旋盤、フライス盤、NC旋盤等

土・日はお休みです

扶養内勤務可

1日3h～OK

週3日勤務可

時間・曜日等
ご相談下さい

人間ドック年1回実施
［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

出勤地・車庫 緑区大島
［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

月収／24万円～　資格／準中型免許※H29以前の普免可
時間／6：00～（実働8h）　休日／日曜、祝日、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

日曜・祝日
休み

2t標準
ロング

増車に付 募集致します。

経験者優遇 建築資材の小口配送

時給／1,000円～ ＋歩合 ※諸手当有
時間／20：00～翌4：00位 
　　　※営業時間／19:00～翌4:00

相模原市中央区横山台1-8-16 担当／神谷

㈱クレストFC クレスト運転代行

［応募］日曜13:00より営業時間内に受付致します。お気軽にお問い合わせ下さい。
■運転代行業

0120-319-889

GIS（地図情報）システム導入!! 未経験でも安心です
●現在女性も多数活躍中!●30～40代の方活躍中

資格
二種免許又は
一種免許
（普通免許）

※資格により時給異なります

横山台　アルバイト

車通勤
OK!

042-768-7418相模原市中央区相模原2-3-16
山崎ビル B301（JR相模原駅徒歩3分）

■障害者就労継続
　支援（B型）作業所

下記参照　

[応募]月曜～金曜、10：00～受付。お問合せなどお気軽にお電話下さい。

詳細はH.Pからもご覧になれます。 maitri-g.com
メールでのお問い合わせもお気軽にどうぞ。

ご家族様からのお問い合わせも大歓迎です

見学・体験も随時受付けています。

就労継続支援（B型）とは？

障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する為の施設です

就職が難しい障がいのある方に雇用ではない形でお仕事を提供しています。
比較的自由に働けます。

個々のニーズに即した個別支援計画にて利用することが出来ます。

作業内容は色々ございます。

■浄水器の販売、その他関連部品の販売 他

エバーピュア・ジャパン株式会社 カスタマー
サービスセンター

[応募]8/6(月)～（金）10:00～16:00。電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参でご来社下さい。

◎車通勤可　◎交通費規定内支給　◎雇用保険有

事務 メインは事務作業
ですが、多少軽作業も有

簡単な
出荷検査です軽作業のみ

時給／960円～　　時間／9：00～16：00
休日／週休3日（土・日・他1日※希望考慮します）、祝日、夏季、年末年始、GW
待遇／ 昇給年1回

相模原市緑区西橋本1-24-10 042-775-1681

30代から50代の

女性活躍中♪

西橋本　パート

未経験の方大歓迎!

学校行事なども
優先出来ます♪

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、社保完、交通費支給

◆溶接工（CO2）
◆アルゴン
◆ベンダー

まずはお気軽に職場見学
してみませんか?20代～60代の方、多数活躍中!

［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

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

【本社】相模原市中央区田名塩田4-17-19

042-778-5748

女性でも活躍
出来ます!

相和病院

ミヤコ
陸運

大沢中
　入口

大沢
中

大沢
小

大沢小

至田名

大
島

鍛
冶
谷
相
模
原
線

至
六
地
蔵

当社042-761-6494相模原市緑区
大島1744ー6

■一般建築塗装・機械塗装・防水工事 ㈲市村塗装

大島　社員・アルバイト

自分の成長を感じられるお仕事です!

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〉アルバイト

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

塗装職人 経験者・未経験者、共に活躍できます

●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

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）
　　　持参でご来社下さい。

厚木市山際　CM

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

山際
本店

相模川

R16

橋本五差路

046-245-1341
●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8月31日迄 RP8/5

切り抜いてお持ちください

お食事ご注文の方全員に
生いちごのふわふわかき氷などの
デザートをサービス!

【営業時間】11時～22時（L.O21時半）〈厚木店〉 
厚木市山際554-1

P50台

栗の里

米沢牛100%ハンバーグと
たっぷりおろしポン酢セット

風が通るテラスで愛犬と一緒にお食事しませんか?

屋根付きウッドテラスで、日差しを避けながら
ランチやカフェが楽しめます。

笹生農園レストラン栗の里ローズガーデン

※価格は全て税抜

1,500円
特別価格

1,900円通常

ライス・スープ付
おすすめ

メニュー

抜 持 ださ
価格は全て税抜

麻溝台　社員

給与／ 24万円～30万円以上■ 4t平　■ 4tウイング

■中型免許資格取得支援制度有
休日／隔週土曜、日曜、夏季、年末年始、他当社カレンダーに依る
待遇／社保完、無事故手当、皆勤手当、愛車手当、燃費手当、車通勤可

[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

■勤務コース色々あります

2t・4tドライバー募集

給与／ 20万円～25万円以上■ 2t●50代～60代の方も活躍出来ます!!

【業務内容】一般貨物から精密機器

042-777-6356
相模原市南区麻溝台1104

http://abeunyu.com阿部運輸
HPリニューアル!!

●男女不問 ●年令不問

あなたも自分の可能性を信じて
新しい職場にチャレンジしてみませんか

[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相模原郵便局内
②座間郵便局内

※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180,000円以上も可能!!

下記参照　委託

★配達は相模原市中央区・南区

頑張れば頑張る程収入UPします!!

※要普免

郵便小包の配達

シニア世代大歓迎♪
女性も多数活躍中!!

軽自動車でのお仕事!!
(配達車貸与）

042-700-2083㈱東経サービス
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302

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

[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

日給／8,500円～10,500円
時間／8：00～17：00

①日勤

日給／9,500円～11,500円
時間／20：00～翌5：00

②夜勤

分かりやすい研修!!※研修中は昼食付

昇給あります!  Wワークも歓迎!  週3日～OK!

寮希望
の方
応相談

60代～
70代
活躍中!!

資格
保持者
手当有

社員登用
制度有

入社祝金
7万円
（研修手当含）

042-758-0850相模原市中央区中央5-8-1

■国家試験免除・一般教育訓練給付制度指定講座

★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

＊体験入学、資料請求はメール又は電話にて＊

E-mail　sagami@seishou.ac.jp

8月18日（土）
冷製パスタ

8月28日（火）
マドレーヌ、フルーツ盛り合せ

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　

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

10月生願書受付中!!
〈夜間部〉

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

042-759-7112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
時給／身体介護1,701円～
　　　生活援助1,326円～
★日・祝・夜間時給UP!! ★処遇改善手当有（別途）

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

氷川町　パート

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!!

パート

シニア世代大歓迎!!

女性多数活躍中!!

日曜
のみも
OK

直行直帰
OK

週1日～、
1日1h～
OK

休日／土曜、日曜、祝日、夏季、年末年始、GW

麻溝台　社員・パート・アルバイト

給与／当社規定に依る
時間／8：00～18：00

待遇／作業服貸与、食事支給

★50代60代の方活躍中★ ★経験者優遇★

場内作業員

業務拡張の為

★50代、60代の方も活躍出来ます♪★

時給／1,000円以上 ※試用期間有
時間／8：30～16：30（時間応相談）

待遇／昇給有、車通勤可、食事支給、

　　　他面談にて

事務補助さん

自動車リサイクル法に
詳しい方大歓迎 ワード・

エクセル
出来る方

042-777-4641㈹
［本社］
相模原市南区麻溝台3155（麻溝公園近く）㈱城山解体◆自動車リサイクル法解体業

〈許可番号　20983000140〉

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

自動車解体
経験者優遇
します!!

不用な車 

買取ります!!
（ポンコツ車　OK!!)

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～

厚木市上依知　CM

買取りできます!!

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。

■神奈川県知事許可（般-27）第81763号
　産業廃棄物収集運搬 第154184号

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

◎マイカー通勤可
◎入社日応相談 ※委細面談にて

メールでの
応募は
コチラ▶

時間／現場により異なります（実働8h）
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

※試用期間有

即勤務も
可能!!
★経験者優遇

人柄重視!!
やる気が
あれば
即採用。

10tダンプ
ドライバー
日給／
経験者12,000円～

要大型
免許

4tダンプドライバー
日給／当社規定により優遇

●週2～3日でもOK

042-754-8929相模原市中央区矢部3-21-15有限会社 ラポート企画 http://www.rapportplan.co.jp/
総合広告代理店

矢部　CM

名刺 年賀状

会社
案内

伝票 領収証 はんこ タオル シール ハガキ HP制作

喪中
ハガキ

封筒 チラシ 看板パンフレットカレンダー

スーパー三和物流センター（麻溝台）より町田・相模原を
中心とする店舗配送（センター便）

月収／25万円＋諸手当有
例）平均29.5万円4t

例）平均34.5万円
月収／30万円＋諸手当有

時間／4：30～14：30(実働8時間位)
休日／週1回、その他当社カレンダーに依る、有給休暇制度有
待遇／社会保険、厚生年金、
　　　雇用・労災保険+積増労災保険完備

042-777-5081
相模原市南区麻溝台4-2㈲サンワールド

■ 一般貨物自動車運送事業　関自振第1091号
[応募]電話連絡の上、免許証・履歴書(写真貼付)持参でご来社下さい。本日より受付。【担当/古泉】

 麻溝台　社員

※詳細は面談の上

ドライバー募集

大型

当社では、働く一人一人が、安定した環境に
なるように、取り組んでいる会社です！

下記参照　

相模原市中央区共和4-5-6
◆一般貨物自動車運送事業 関自貨第773号

本社㈲成洋商事
ジョウ　　ヨウ

042-704-9701

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

■2t

■4t

土・日・祝のみの短期アルバイトさんも同時募集中!!
★女性ドライバー活躍中
★簡易宿泊施設有

ドライバー大募集!!

資格／要普免（改正後免許OK）
待遇／社会保険完備、寮応相談、マイカー通勤可、
　　　作業服貸与、携帯電話支給、生保（全額会社負担）

時間／①5：00～14：00 ②9：00～19：00
休日／土、日、祝、GW、夏季、年末年始

日給／12,000円～15,800円

月給／27万円～45万円以上※中長距離の頻度に依る

月収例…2年目20才331,000円

月収例…3年目42才470,000円

詳しい情報はwebから

軽い段ボールやシステムキッチン等
【配送エリア】首都圏

2tでも
高収入!

一般貨物（地場・中長距離）

成洋商事

★入社日応相談

【研修期間】
3日～1週間程

休日／週1～2日（当社カレンダーによる）、GW、夏季、年末年始

042-704-0261相模原市中央区千代田
2-2-15 メイプルビル3F

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でお越し下さい。

ヘルパーステーション千代田 (担当／小林)

http://www.yuhokai-kaigo.com/■社会福祉法人　悠朋会

ホームヘルパー大募集 直行直帰で手当も待遇も充実!!働きやすい♪

千代田　パート

＊あじさいメイツの福利厚生サービスが受けられます。
＊併設児童クラブ　＊研修制度　＊50代、60代活躍中です。
＊75名のヘルパーさん達が適材適所で活躍して下さっています。
＊主婦の経験が活かせるお仕事です。
＊15分からの掃除や買い物のお仕事が中心です。（調理は少ない）
＊直行直帰。日に複数件数ある場合それぞれの
　移動時間に手当が付きます。
＊自信を持って活動して頂けるようサービス提供責任者が
　サポート致します。

＊早朝・深夜（時給50％UP）・
　夜間（25％UP）・土・日・祝（12.5％UP）
＊交通費・事務費・移動費キャンセルに
　関しての保証
＊介護職員処遇改善手当
＊社会保険・雇用保険　 ＊賞与年2回 
＊経験・資格による加算　＊子育て支援手当

★資格取得サポートさせて頂きます★

時給／1,350円～＋諸手当
賃金の具体例

年収／310万円以上
【社会保険加入の方】
週5日、月120ｈ(1日6ｈ程度)

年収／130万円位

【扶養範囲で働きたい方】
週4日、月50ｈ(1日3ｈ程度)

年収／80万円位
【最初は少しずつ働きたい方】
週3日、月30ｈ(1日2.5ｈ程度)

癒し担当
千代太郎


