
上溝　パート・アルバイト

時給／983円～ 時間／9：00～14：00
待遇／マイカー通勤可、交通費支給

相模原市中央区上溝762 2F

［応募］月曜より受付。平日10時～17時。電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

042-777-6778
http://www.happinesslink.co.jp/gardenkitchen/料理教室と菜園がひとつに

★未経験OK!

週1日～OK! 20～40代の
女性スタッフ活躍中

ご家庭とも両立できる働きやすい時間帯!
お子様がいらっしゃる方も働きやすいですよ♪

相模原市中央区相生3-13-5 サンエイト相生201

[応募]お気軽にお電話下さい。

※要普通一種免許
（二種免・ヘルパー資格尚可）

【面接場所】

㈱スマイル介護サービス スマイル光が丘
042-748-8933

相模原クリニック透析患者
送迎ドライバー募集!!

時給／1,000円 ※交通費1日300円
時間／7：00～9：00、12：30～15：30
勤務／週3日～6日

安全運転に
自信のある方!

下記参照　パート

増車につき

［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／990円～給与／181,600円～
●PC基本操作出来る方 ●事務経験者大歓迎!

年令／40才未満（省令3号のイ）

残業
ほぼ無し!!

千代田　社員・パート

月収／200,000円～350,000円
年令／45才未満（省令3号のイ）
資格／要普免　時間／8：00～17：00
休日／隔週土曜、日曜、夏季、年末年始、GW
待遇／社保完備、労災・雇用保険有、
　　　賞与年2回、交通費支給

相模原市中央区淵野辺本町3-37-5

有限会社 宮 崎 園 芸

正社員・見習い募集（経験者優遇、一人親方も歓迎）

[応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参でご来社下さい。

042-752-4578
090-7401-1521

淵野辺本町　職人・見習い

庭仕事好きな方
大歓迎

042-768-1025
相模原市中央区千代田2-1-16[応募]10/22(月)9：00より受付。電話連絡の上、

　　　履歴書(写真貼付)・資格証コピーを持参下さい。合同会社ホットジャパン
■介護事業

日勤
パート

★自己申告のシフト制　★土・日のみもOK 　★各種手当有

時給／1,050円～
資格／初任者研修修了者、ヘルパー2級以上（資格無い方は応相談）
時間／7：00～19：30 ＊早番・日勤・遅番のシフト制（実働7.5h）
　　　家庭と仕事両立可!
待遇／ミニボーナス年2回、昇給年1回、処遇改善加算、有給休暇、
　　　交通費支給、社保完、年末年始手当有、他

【勤務地】ぼたん・楓

時間・曜日応相談。週2日～OK!!

相模原市中央区
共和3-9-23
（淵野辺駅徒歩15分）

楓

相模原市中央区
相模原8-6-7
（相模原駅徒歩9分）

【勤務地】

ぼたん

●車通勤可

住宅型有料老人ホーム

下記参照　パート・アルバイト

愛川町中津　社員

愛甲郡愛川町中津2204-7

丸良運輸株式会社
［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

046-286-2919

1日3～5回（往復10km）

1日1～2件

※①・②いずれかが1日の仕事内容です。割合はその月々で変わります。

※試用期間有

男女大型ドライバー募集（ウイング車）

月給／28万円～36万円以上※稼働日・業績等に依る
資格／要大型免許 ★フォーク免許所持者歓迎
時間／当日の内容により異なります（6：00～18：00中心）
休日／基本週休2日制又は隔週2日制
　　　（日曜、祝日、夏季、年末年始、他）
待遇／各種保険完備、賞与年2回、制服貸与、
　　　中退金制度有

30代～60代
の方活躍中!!

フォークリフト
積卸し

時給／1,000円
時間／①  8：30～17：00
　　　②  8：30～12：00
　　　③13：00～17：00
休日／週休2日制（休日は相談できます）
待遇／社会保険完備、賞与有、有給休暇、社内販売有、個人ロッカー完備、
　　　交通費全額支給（公共交通機関定期代全額支給）、
　　　車・バイク・自転車通勤OK（ガソリン代規定支給）

042-752-2113相模原市中央区上溝1856(亀ヶ池八幡宮近く) 担当／岡田

■食肉及び畜産加工品の製造・販売
[応募]電話連絡後、指定日に
　　　履歴書(写真貼付)持参下さい。JA全農ミートフーズ株式会社 神奈川工場

新しいキレイな工場

特にお子様が小さい方は
学校行事等を優先し働ける
環境を整えています!!

新しくなった工場で新製品製造をやってみませんか!
未経験者歓迎!! 初心者でも出来る簡単な作業です♪

【仕事内容】食肉製品（包装肉・加工品）製造
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※休憩時間
12：00～13：00
15：00～15：20

★週3日～曜日応相談（基本週5日勤務）

お誕生日
プレゼント有♪ ※学生不可

★基本は土曜・日曜のいずれか
　勤務出来る方

【土・日出勤された場合】
1日4h以上で500円／日を賞与支給時に
半年分まとめて加算支給します。

入社日応相談!
来年からの
入社でもOK!

★土・日出来る方

上溝　パート・アルバイト

スタッフ
追加大募集!!

週3日勤務OK!
（土・日どちらかでも出勤出来る方）

土・日のみ
出来る方大募集!!

肉をスライスし、トレーに盛り付け包装や加工品の製造・包装作業です。

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／1,000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）

委託営業配達スタッフ
募集

1. 個人宅にパンフレットと
　 試供品をお届け。

※初めての方、不安な方に
　研修期間を設けてあります。

施設・お店などへの
お届けです

牛乳屋さんのお仕事いかがですか？

まずは、
お試し業務をどうぞ

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。

042-701-2522㈹

㈱アジアトレーディング
［本社］相模原市南区若松2-24-30
　　　（相模大野駅・町田駅から徒歩10分程度）

■産業廃棄物収集運搬業・解体業

URL:http://www.asia-trading.jp
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［応募］電話連絡の上、履歴書（写貼）持参下さい。

◎試用期間有

●社保完　●マイカー通勤可　●社宅完備
　●交通費規定内支給　●資格取得支援制度有

月給／250,000円～380,000円以上可能
　　　※経験・能力によりUP
　　　※中型免許や各種資格持っている方優遇
時間／9：00～18：00
休日／日曜、祝日、GW、夏季、年末年始

2t・4tドライバー募集!!
引取り、運転仕分け作業

若松　社員・パート

未経験・転職・
ブランクある方大歓迎!!
あなたの頑張りに
応える会社です

アジアトレーディング

入社祝金
支給

同時募集 時給／983円～ 週3日～OK
※詳細は面談にて事務員

下記参照　委託

出社は週2回!!

時間は自由に選べます♪

研修でしっかりサポートするので

経験や資格無くてもOK!!

アフターサービス業務
（サービスパートナー）

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70,000円～100,000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・長）

（H30 相模原（営）SP 第5号）

【活動地域】相模原市内

新規契約のノルマなどありません

㈱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　●要準中型・中型免許

ホース流通商事

清新・横山　アルバイト・社員

月給／30万円～
時間／13：00～24：00

月給／25万円～
時間／4：00～14：00 

経験者も未経験者もどちらも大歓
迎♪

お気軽にお電話下さい。

時間／3：00～14：00
休日／毎週木曜、他月2日 

時間／15：00～翌3：00
休日／週休2日（日曜・木曜）

3t ●加工食品・雑貨のルート配送
　　（神奈川県内及び近郊） 休日／月6日（基本日曜、他2日）

4t 月給／26万円～28万円●カゴ車配送（パワーゲート付）

日給／6,000円～
時間／4：00～10：00 ※多少前後有

2t・3t ●衣類・雑貨の配送アルバイト
★週2～3日程度でも可

シニア層も活躍出来ます!!

少し短い
勤務

Wワーク
OK

[応募]電話予約の上、お仕事説明会に
お越し下さい。履歴書等は不要です。

当日にご都合のつかない方は別途ご相談に
応じますのでお気軽にお問合せ下さい。

各回およそ
1時間半程度

042-701-0680㈹相模原市南区麻溝台7-24-62 エイブルビル1F

■マンション管理委託・環境保全・整備 他　厚生労働省認可(社)全国ハウスクリーニング協会正会員

㈱キャンテック 【ホームページ】 http://cantec-onlyone.com

（採用係）

下記参照　パート・アルバイト

週1日、2時間から選択できます。
スケジュールの相談から始めましょう!

20代～70代の
男女活躍中!

マンションの
受付・巡回・清掃 定年なし

!

未経験O
K!

長期歓迎
!

色々な現場へ行けます!楽しいですヨ!!

現在190名程度在籍しています。自分のペースで
健康の為に働いている方が多くいらっしゃいます。

【勤務地】神奈川県内・都内一部
ご自宅近くを紹介致します!

【会場】

【日時】■お仕事説明会開催 10月23日（火）

ユニコムプラザさがみはら（ミーティングルーム）
相模原市南区相模大野3-3-2 ボーノ相模大野サウスモール3F（相模大野駅徒歩1分）

時給／983円～
★月収例／【1日4時間 週5日勤務】84,538円
　　　　　【1日6時間 週5日勤務】126,807円
時間／8：00～18：00の間で2～8時間
勤務／週1日～5日 ★日数・時間等応相談
待遇／昇給有、各種保険有、交通費規定支給

キャンテック 検索

相模大野

マクドナルド

ロビーシティ前

相模大野駅

伊勢丹鎌倉
ベーカリー

三菱UFJ銀行 イトイサイクルきらぼし銀行

三井住友銀行

市営
駐車場

←至小田原 至新宿→

ユニコムプラザさがみはら
（ボーノ相模大野サウスモール3F）

  9：30～
11:30～
14：30～

厚木市棚沢　社員・パート・アルバイト

月給／250,000円～350,000円
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ドライバー
当社の一員として、厚木の営業所で働きませんか？

事 務

月給25万円～×12ヶ月＋
賞与3回（夏・冬・決算賞与）＝452万円

（担当／三橋）

時給／1,000円以上（深夜手当有）
時間／19：00～翌5：00　休日／シフト制

山際

才戸

坂本青少年広場

愛川町
坂本体育館

サークルK

桜台 桜台団地
至橋本

藤塚公園前

中
津
川

当社

三
島
神
社

パート・アルバイト同時募集

〈年収例〉入社2年目以降 正社員

注）日本各地へ配送するお仕事ではありません（＾▽＾）!!あくまでも固定の配送です。

各地に広がる
　当社の物流拠点。

様々な飲食店などに
配送をしております。

賞与年3回

シモハナ物流株式会社【本社】
広島県安芸郡坂町
横浜中央1丁目6-30-4Ｆ

各地区拠点数
【関東地区】5
【名古屋地区】2
【関西地区】3
【岡山地区】5
【福山地区】4
【広島地区】13
【山陰地区】2
【山口地区】2
【四国地区】7
【九州地区】6

相模原市中央区田名塩田4-12-18堀精工㈱ 042-778-4341

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

月給／30万円～40万円※経験・能力により優遇
時間／8：15～17：00
休日／第2・4土曜、日曜、祝日、夏季、
　　　年末年始、GW、長期休暇有
待遇／昇給年1回、賞与年2回、社保完、
　　　作業服貸与、交通費支給、車通勤可

【使用機械】
門型マシニングセンター・
五面加工機（オークマ製）

田名塩田　社員

マシニングセンターオペレーター
経験者大歓迎♪働きやすい日勤のお仕事!!

042-756-3344〈淵野辺店〉

◆淵野辺店
◆イオン相模原店（古淵店）

[応募]火曜以降連絡の上、履歴書持参でご来店下さい。

相模原市中央区淵野辺3-20-8 （担当者まで）

長期パートさん募集 制服等の販売【販売】
5月～11月 12月～4月

スクール洋品ナカムラ

下記参照　パート

時給／平日10：00～17：001,010円
※平日17：00以降と日曜1,060円

時給／平日10：00～17：001,060円
※平日17：00以降と日曜1,110円

勤  務  日／週3日～5日（季節により変動有）
　　　　　★夏休み25日間・冬休み4日間（年度により変動有）
営業時間／10：00～18：30　勤務時間／応相談
待　　遇／交通費支給（月8,000円迄）※研修期間有

【勤務地】

田名塩田　派遣

時給／1,100円
時間／8：00～16：00
休日／希望シフト制
待遇／社保完、交通費規定内支給

相模原市中央区相模原2-3-16

㈱プラス・ワン

［応募］本日より受付。電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

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

勤務地▶中央区田名塩田
（番田駅から送迎バス有）

フルーツの
加工・パック詰め作業

フルーツを切ったり、洗ったり、
盛りつけたりするお仕事です。

幅広い年令の方活躍

週3日～OK

男女不問

扶養内勤務OK

土・日勤務
可能な方大歓迎！

★車通勤可

カンタン

週払いOK

キレイな
工場内で

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参下さい。
★詳細は「ゆめコープ求人」で検索 ★面接日・勤務開始日応相談（現在お勤めの方等もお気軽に）
■信頼の生活協同組合

安定の生協直接採用

組合員宅へ配送に向かうトラックに商品の入った箱を
積み込んだり、倉庫内での仕分けや片付け等をする
お仕事です。

早朝倉庫内軽作業スタッフ

相模原市中央区上溝218-1
（JR相模線「番田駅」徒歩7分）

担当
あでがわ

パルシステム神奈川ゆめコープ

0120-581-202
相模センター

TV CMでおなじみの大好評「生協の宅配」

上溝　アルバイト・パート

時給／1,178円
時間／6：00～9：00
勤務／月～金の中で週2日以上出来る方
待遇／交通費規定内支給、社保完備（法定基準による）、
　　　有給休暇、定期健診、慶弔休暇制度、職員旅行、
　　　役職員共済、制服貸与

未経験の方でも
大歓迎

さまざまな
年代の
スタッフが
活躍中!!

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。
[お問合せ時間]AM9:00～15：30
　　　　　　　（担当不在の際は追ってご連絡致します。）

相模原市緑区橋本台2-7-2

マイカ工業㈱ 042-772-6318

橋本台　社員

■金属加工

正社員募集 未経験
OK鉄骨・金物の加工など

給与／20万円～35万円
　　　※経験・資格により優遇
年令／45才未満（省令3号のイ）
時間／8：00～17：00（稼働7.5h）
休日／日曜、GW、夏季、年末年始、他会社カレンダーによる
待遇／社保完、皆勤手当有、資格手当有、交通費規定内支給、
　　　マイカー通勤可、作業着支給有

30代～60代の方活躍中!! 資格取得をサポートします!

同時募集
CADオペレーター

★要普免

正社員募集
鉄骨・金物の加工など ★要普免

042-761-0011㈹
生コンクリート製造販売
［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

㈱金井産業
相模原市中央区田名5977

日給／11,000円【アルバイト】

田名　社員・アルバイト

月給／27万円～29万円
　　　※経験・能力により優遇
資格／要大型免許　時間／8：00～17：00
休日／日曜、祝日、夏季、年末年始、GW
待遇／賞与年2回、社保完、交通費支給、車通勤可

しっかりとした研修制度があるので、安心して働けます。
 5t・8t・10tの
ミキサー車ドライバー募集
安定の厚待遇で長く働ける環境です。
ブランクがある方も大歓迎！

同時募集 ※曜日は応相談 

042-759-0411
■電線用ケーブルドラム製造卸

相模原市中央区上溝1118-1(七曲下)

大一資材㈱

上溝

[応募]お気軽にお電話下さい。随時面接致します。
　　　履歴書(写真貼付)持参でご来社下さい。業務内容の見学可。※詳細は面談の上

給与／250,000円以上
　　　（経験・能力により優遇）
時間／8:00～17:00
休日／土曜、日曜、祝日、夏季、年末年始
待遇／賞与（業績による）、社保完、
　　　交通費支給、車通勤可

2t・4t
ドライバー

幅広い年令層が
活躍できるお仕事です!!
仲間になりませんか？

定時上がりだから
プライベートも充実!! 植木職人・見習い

相模原市中央区松が丘1ー2ー82

042-751-1417 090-3525-8987

有限会社 植 政

要普免

日給／8,000円～18,000円位
　　　(経験により優遇)

※詳細は面談の上

※各種保険有

松が丘　職人・アルバイト

●軽作業 短期アルバイトも可

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］10/22(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

定年退職された方も大歓迎♪

60才、70才の方多数活躍中!!

勤務日数
応相談

男女交通
誘導スタッフ

やる気があれば即採用!!

●未経験者OK ●再入社も可

清水一産業株式会社
042-777-2211相模原市南区当麻870-4 担当／清水

〈受付・面接地／第二工場〉

南橋本　パート

［応募］電話連絡の上、履歴書持参でご来社下さい。

時給／990円～　時間／9：00～16：30
休日／土曜、日曜、祝日、他会社カレンダーによる
待遇／交通費支給(会社規定による)、制服貸与、
　　　雇用保険、あじさいメイツ（厚生福祉）加入

簡単な製品検査・包装 ★未経験者OK★

パートさん募集!!

【勤務地】
相模原市中央区南橋本3-8-8（橋本五差路近く）
スリーエム ジャパン㈱内

学校行事、
扶養範囲内、
入社日等
対応します

相模原市中央区相模原2-13-2
服部ビル402

ベ ス パ ー

ＢＥＳＰＡＲ株式会社 042-703-6525

勤務地　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。

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

時給／1,000円～
時間／7：00～8：30

勤務日／月曜、水曜、金曜

●正社員

日給／8,000円以上
時間／9：00～17：00

●アルバイト

●アルバイト

週3日のシフト勤務OK

マンション共用部の定期清掃 日常清掃員安定した仕事
だから安心して
働けます!!

未経験OK!

女性スタッフ
活躍中

働くあなたを
しっかりサポート
します!!

簡単なお仕事
だから安心!!



相模原市中央区並木3-1-7（スーパー三和そば）
美容室  セ サ ミ 042-757-5508

担当／滝口

★スタイリスト（パート）

不器用な方、シングルマザーも歓迎

並木　パート

ブランクのある方でもお待ちしてます。

時間／9：00～18：00
時間・日数はご相談下さい。

週1日
以上

売上手当
等別途

土日の
休み
相談可

美容師募集
お客様としっかり向き合えるアットホームな
サロンです。 一緒に成長していける方大歓迎!!

時給／1,050円～
【参考】時給／1,250円～（売上手当等込）

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／コースにより多少異なります。
　　　［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。

田名　社員

2t・4tドライバー
・普免 ・旧普免・中型免許OK

増車につき
若干名募集!!
男女共に活躍できる

職場です

20代多数

活躍中!!

土・日休み!

週休2日!

建造物総合解体業 有限会社東亜CR
042-763-3404相模原市中央区上溝314-1

（R129バイパス沿）

[応募]電話連絡の上、履歴書持参下さい。10/22(月)9：00より受付。

家屋解体作業員

上溝　社員

★重機免許ある方優遇
★トラック運転
　　　出来る方優遇

■経験者

日給／13,000円～14,000円
　　　★昇給有
資格／要普免　休日／日曜
時間／7：00～17：00 ☆現場上がり

■2t・4t免許所持者

※見習い期間3ヶ月有

【皆勤手当】
10,000円／月

正 社 員 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

給与／330,000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
待遇／賞与年2回、社保完、制服貸与、
　　　福利厚生有、交通費支給、
　　　資格取得支援制度有、各種手当有
　　　（残業・休日・無事故・家族 他）

●車通勤可

日用品・雑貨の配送

時間外もきっちり保証!!
安心して働けます!!

※会社規定有

入社祝金
10万円支給

時間／20：30～
休日／日曜、他会社カレンダーによる

時間／3：30～
休日／週休制（希望最大限考慮致します）、
　　　他会社カレンダーによる

女性活躍中!!

4t

4t

【ドライ車】

大手スーパー配送
【チルド車】

★カート積み降ろし ★手積み無し!!

他時間帯のコースもあります!!
お気軽にお電話ください。

042-758-73750120-558-903
ココハ　　クマサン

相模原市中央区
富士見6-15-1ベアーズ・ホーム有限

会社

●車通勤応相談　※詳細はお問い合わせ下さい

給与／工事実績・
　　 能力により優遇

給与／当社規定による
　　　※能力により最大限優遇

リフォームメンテナンス・
小修繕業務正社員

●雑工事又はルーム
　クリーニング等出来る方

●見積り積算
　経験者尚可

やる気と努力は、しっかり還元致します!!

リフォーム工事
現場管理スタッフ

給与／170,000円～
時間／8：30～18：00
休日／週休2日、夏季、
　　　年末年始、GW
待遇／下記参照

一般事務

時間／8：30～18：00（職種・現場などにより時間が変動する場合有）
休日／月6日、夏季、年末年始、GW

【社員】

富士見　社員・アルバイト・パート

未経験
OK

［応募］電話連絡の上、
お気軽にご来社下さい。

地域の皆様に可愛がって頂きまして相模原で24年目

[応募] 応募総括事務所までお気軽に何時でもお電話下さい。担当／採用係

042-782-6211
[応募総括事務所] 

時給／983円～
時間／9：00～19：00の間でローテーション
　　　★週3日か4日で4～5時間の勤務
待遇／あじさいメイツ加入、制服貸与、割引制度有

時給／983円～
時間／9：00～17：00
休日／木曜（応相談）　待遇／割引制度有、駐車場有

■クリーニング

近隣の方歓迎!! 時間を有効に使って働きませんか？
【勤務地】横山台店
　　　  （相模原市中央区横山台1-1-1）

★火曜定休

【勤務地】相模原工場※R129丸亀製麺近く
　　　  （相模原市緑区下九沢170-4）

下記参照　パート・アルバイト

軽作業

スタッフ

受付

スタッフ

相模原市南区新磯野301（若草中学校の裏すぐそば）

〈繋がらない場合〉㈱横山建材
［応募］日曜日から随時受付。電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

090-7706-0363 046-245-4767

麻溝台8
総合体育館

女子美大

若草中当社

新磯野　

■■男女ドライバー（若干名）■■

入社日
応相談

給与／25万円～35万円
資格／要大型免許　
時間／仕事内容により異なる
休日／日曜、GW、夏季、年末年始
待遇／詳細は面談にて、
　　　マイカー通勤可、社会保険完備

日勤10tダンプ
ドライバー募集
男女問わず
大活躍中!!

頑張る方を応援します!!

下記参照

日給／9,000円～21,000円※経験・能力による
資格／要普免（AT限定可）※免許取得2年以上の方

時間／8：00～20：00（実働8h）

休日／週休制応相談、GW、夏季、年末年始

待遇／制服・携帯貸与、車輌貸出有、車通勤可

相模原市中央区上溝3949-10

大手企業物流センターから軽ワンボックスカーで個人宅や企業へ荷物を配達するお仕事

■貨物自動車運送業 株式会社JNC 042-719-0042
［応募］お電話後、履歴書（写真貼付）持参下さい。面接は各勤務地で行います。10/22（月）より受付スタート（9：00～19：00）

業務委託も同時募集
※完全出来高制

相模原市南区若松A
B 愛甲郡愛川町角田
C 八王子市兵衛

15名募集

希望の勤務地をお選び下さい
★勤務地へ直行直帰★

入社3ヶ月間は【月収】

375,000円保証
（25日勤務）

2018年9月度平均月収

443,250円

小荷物がメインの
軽ワンボックスでの

配送です!

充実した研修制度があるので未経験者もOK!

未経験者
大歓迎!

時給／1,000円～
　　　＋別途処遇改善加算＋資格手当有
時間／7：30～18：00の間で時間応相談（1日3h～可）

042-751-0017アルファープランニング 相模原市中央区千代田2-1-16
[応募]10/22(月)9：00より受付。電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参下さい。

待遇／昇給年1回、ミニボーナス年2回（日勤のみ）、年末年始手当、社会保険完備、有給休暇、
　　　車通勤OK、交通費全額支給、介護職員処遇改善加算支給

資格・経験 不問!!
勤務日数少なくてもフルタイム出来る方優遇!!

下記参照　パート

介護スタッフ募集

時給／1,000円～
＋別途処遇改善加算＋資格手当有
時間／8：45～17：15★自己申告のシフト制

【日勤パート】

【日勤パート】

給与／1勤務20,000円
時間／17：00～翌9：30

【夜勤パート】

★駐車場完備で通勤ラクラク♪

★相模原市内に多数施設有!!

★食事付週2日～
可

勤務地▶桜・春

勤務地▶やよい

勤務地▶桜

週2日～可

グループ
ホーム

デイ
サービス

他勤務地希望の方もお気軽にお問合せ下さい。

中央区千代田2-1-16
グループホーム 桜

中央区相模原7-9-26
グループホーム 春

経験等
考慮します

デイサービスやよい

中央区千代田2-1-8休日／日曜定休

〈勤務地〉

年2回

ミニボー
ナス

支給!!

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!!

［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。

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

出勤地・車庫
緑区大島

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

2t標準ロング
■建築資材の小口配送

【平均月収】40万円以上!!

大型ドライバー

大島　社員

月収／35万円以上＋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

■一般物配送・長距離　■経験者優遇

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

給与（1勤務）／1～4回17,500円
　　　　　　　 5回目以降18,000円
時間／18：00～翌9：00（休憩有）

資格／ヘルパー2級以上
待遇／交通費全額支給、車通勤可

●Wワーク ●扶養内 ●週2日～OK

健康で体力ある方
なら

30代からシニア世
代も大歓迎!!

②夜勤
介護職員

①日勤
介護職員

時給／1,000円～
時間／9：00～18：00（相談出来ます）

淵野辺　パート

●土・日・祝どれかだけでもOK♪

相模原　パート・アルバイト

時給／983円～
　　　※深夜1,229円～
時間／17：00～24：00、
　　AM1：00～8：00
待遇／制服貸与、賄い無料

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来店下さい。

キッチン・
ホールスタッフ

相模原市中央区相模原1-3-岩本ビル1F
シーホース

海 馬
042-704-9815

※高校生不可

■馬刺・海鮮料理

042-704-9727
13:00～18:00の電話受付はこちら▼ 18：00～翌8：00の電話受付はこちら▼

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）

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

全車カゴ車・パワーゲート付!
荷下ろしも問題ナシ!!

ドライバー募集
月収／25万円＋諸手当有
例）平均29.5万円

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

安心
充実

■会社見学OK!!

■入社日応相談

迷う前にまずはお電話下
さい!!

働くあなたを応援する企
業です。

大型4t

大型

4t

【勤務地】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）

下記参照　正職員・非常勤

◎ヘルパー2級以上　◎要介護職経験者休日／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。10/22(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

週3～5日
　程度

1回／20,000円
時間／16：45～翌9：15●勤務日応相談

夜勤専従

時給／1,000円～
時間／[日勤]8：45～17：15

別途手当として

月額／9,000円～15,000円

非常勤グループホーム
職員募集!!

介 護 士
60代の方も元気に
活躍中です。

【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

［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

年令・経験は不問!! 幅広い年代が活躍中!!

4tドライバー
下記参照　社員・アルバイト

女性活躍中

他の時間
ご相談
下さい

アルバイト
同時募集
時間／10：00～・
　　　14：00～
月・水・金

［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。

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

下記参照　社員

給与／20万円～35万円（残業代含）
　　　※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、
　　　社会保険完備、交通費支給

※試用期間有

◎溶接工
（CO2）

◎ベンダ
ー

◎アルゴ
ン

職場見学に来ませんか？
職場の雰囲気や作業内容など、

ぜひお気軽にお電話でご相談ください!

20代～60代の方、男性多数活躍中!
冷暖房完備なので快適です!

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

[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。

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

分かりやすい研修!!
（研修中は昼食付）

早く終わっても日給保証!!

【勤務地】相模原市内・他

日勤 日給／8,500円～10,500円
時間／8：00～17：00

夜勤 日給／12,000円～14,000円
時間／20：00～翌5：00

週3日～
OK!

入社祝金7万円（研修手当含）

今なら!!お菓子プレゼント♪

資格保持者
手当有

希望の方
応相談

60代～70代
活躍中!!

社員登用
制度有

時給／1,000円～
時間／9：00～17：00
　　　※時間応相談

◉車通勤応相談
◉自転車・バイク通勤可 ◉社員登用機会有

◉年令不問
◉曜日・時間自由
◉冷暖房完備　
◉自転車・バイク通勤可

倉庫内仕分け・
検品作業等

★週3日～（扶養範囲内考慮）

㈱エーピーアイ（API）

下記参照　パート・内職

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

報酬／完全出来高制

紙製品の簡単な組立・
テープ貼り・封入・検品等、
各種有

［受付］月曜～土曜9：00～17：00※お気軽にお電話下さい
勤務地…本社・淵野辺センター ★業務拡大につき同時募集!!

内職・場内内職パート

未経験者も大歓迎!

車の運転が
出来る方優遇
（運転手当有）

〈場内内職〉

月給／25万円以上
資格／要普免
時間／8：00～17：00（実働7.5h）
休日／日曜、他会社カレンダーによる ※月23日稼働
待遇／賞与年2回、社会保険完備、交通費支給、制服貸与、車通勤可
[応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参でご来社下さい。

■一般・産業廃棄物　■環境保全全般 相模原市中央区富士見5-21-3
サニーヒルズ富士見101

ローゼカンキョウ株式
会社 042-776-5321

★委細面談

【勤務地】相模原市

一般・産業廃棄物の収集・運搬

●経験者歓迎

下記参照　社員

働きやすい時間帯!!
未経験からスタートの社員多数!!

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11月20日迄 RP10/21

切り抜いてお持ちください

【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

やわらか霜降り肉の
ビーフシチューとハンバーグ

やわらか霜降り肉の
ビーフシチュー

※価格は全て税抜
ライス付1,900円

500円

1,500円1,500円通常

秋の
ビーフシチュー

フェア

秋の
ビーフシチュー

フェア こちらの
紙面持参で

ューーュュュューーーーーーーーュュュュュュュュュ

秋のデザート
おすすめ
栗のブリュレ

季節のデザート
などをサービス!

金相寺
こんそう じ （相模原市南区麻溝台726-1）

創志館～相模原てらこや～ こども会
そう　し   かん さが み   はら

さん か
どなたでも
参加できます

おとな50名
こども50名〈先着順〉

せんちゃくじゅん

むかしあそび

おつとめ

おはなし

相模原沈殿池

県立
相模原
公園

女子美術
大学

女子美術
 　大学前

相模原公園入口

相模原麻溝
公園入口

清掃
事務所前

相模原
沈殿場入口

金相寺（P有）

駐車場に限りがありますので乗り合い又は
公共交通機関をご利用ください。

相模原てらこや創志館
そう   し    かん

MAIL／info@sagamihara-terakoya.com
問い合わせ先／070-5079-9491（担当 中村）

協力 ／ 全国てらこやネットワーク

※応募に関してはFAX・メールにてお願いします。
http://www.sagamihara-terakoya.com/

特定非営利活動法人（NPO）

大学生
ボランティア
随時受付中!!

お申込はFAX
またはコチラ▶

もうしこみ

※定員になり次第締切
てい    いん しめし　 だい きり

12 月 日2 日曜

10：00～14：00

子ども手帳（大人は赤本（お勤め本））・腕輪念珠。
こ て ちょう おとな つと ほん うで わ ねんじゅあか　ほん

★初参加のお子さんにのみ腕輪念珠と子ども手帳を差し上げます。保護者の方は念珠をご持参ください。

※お昼にとん汁と焼き餅をご用意致しますので

　お箸・お椀・お皿・コップをご持参ください。

　他に必要と思われる方は各自昼食をご用意ください。

ひる

はし

ほか よう いおも かた かく じちゅうしょくひつよう

わん さら じ さん

じる や もち よう い いた

おとな・こども

 一人300円
ひとり

※小学2年生までは保護者同伴でお願いします

持ち物
も もの

参加費
さん か   ひ

場所
ば しょ

下記参照　CM

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

●Mac出来る方
＊Illustrator経験者
＊Photoshopも経験あれば尚可

［応募］月曜から受付。電話連絡の上、履歴書（写真貼付）と今までの作品を持参でご来社下さい。

◎試用期間有

時給／983円～1,200円
時間／9：00～18：00(応相談)金曜＋他平日1～2日

出来る方

【パート】

制作部

募集!!
DTPオペレ

ーター

募集
求人広告や各種印刷物を制作して頂くお仕事です。
イラストレーターをメインで使用します。 女性活躍中

矢部　パート

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／20.4万円～※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

★ボーナス支給!!
　（年2回→年3回検討中）

●車通勤可 ［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参下さい。

H31年3月卒業を控えてる方!!または
転職を考えている方!!随時見学受付中♪

有資格者保育士
アルバイト

町田市忠生　社員・見習い

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

各種職人さん募集

男女不問

★★★主婦活躍中★★

●営 業
●一般事務
●営業事務

月給／18万円～
月給／18万円～

町田市忠生2-19-1
（町田工業高校近く）

（採用係）

愛幸リフォーム
0120-666-208

愛幸リフォーム■住宅リフォームローン取扱店 http://www.aikou-r.com

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。受付/9：00～17：00

大工・屋根職人
空いた時だけ仕事でもOK!!

※試用期間3ヶ月有


