
[応募]お気軽にお電話下さい。面接は後日勤務地にて
　　　行いますので、履歴書（写真貼付）をご用意下さい。

清掃
スタッフ

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
働きやすい職場です! 女性が多く活躍しております!
女性用トイレ清掃有

勤務地／橋本駅徒歩2分

車・バイク通勤不可時　給／983円
時　間／12：00～21：00の間で実働5hのシフト制
　　　　詳しくはお問い合わせ下さい
勤務日／シフト制による
待　遇／作業服貸与、交通費支給(定額)

ダスキン　スタッフ募集!!

相模原市中央区淵野辺本町3-22-16
ダスキンサンライズ株式

会社 0120-150-518
042-753-0518

[応募]面接ご希望の方は、電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参でご来社下さい。

時給／1,200円
　　　（月70,000円以上）※見習い期間有
時間／9：00～15：00前後位
休日／土曜、日曜、祝日

社用車で会社やお店のモップ・マット等を
交換するお仕事です。

淵野辺本町　パート・アルバイト

あなたの

やる気を

待ってます!!

週2～3日
でもOK

マイカー
通勤可

年令不問

田名

給与／25万円～35万円以上
休日／隔週土曜、日曜、祝日、夏季、年末年始、GW

時給／1,000円～
時間／9：00～18：00の間で3h～OK
休日／土曜、日曜、祝日

［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）

■一般貨物輸送・入出庫管理・梱包・発送
相模原市中央区清新5-15-7

㈲加瀬物流 042-779-8977

まずはお気軽に
お電話下さい

【勤務地】車庫・田名

★未経験OK★

■4t平・ウィング（中距離）
■4t平・ウィング（地場）

給与／27万円～37万円以上
休日／土曜、日曜、祝日、夏季、
　　　年末年始、GW

■8t（地場）

※時間・曜日応相談

経験・能力考慮の上
定着率
バツグン!!
勤続5年以上の

ドライバーが

多数在籍。

　社員・パート・アルバイト

待遇／社会保険、雇用保険、労災保険、
　　　制服貸与、通信費、交通費支給

扶養範囲内OK

厚木市山際1350-1 (担当／採用係)

■社会福祉法人誠々会 依知地域包括支援センター

[応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参下さい。

特別養護老人ホーム 甘露苑
046-246-0158

http://www.kanroen.net

厚木市山際　非常勤

★資格不問・未経験OK

★資格不問・未経験OK

時給／983円
時間／9：00～17：00
勤務／週3日のローテーション（但し月1回 日曜出勤有）

時給／983円
資格／普通自動車運転免許
時間／8：30～17：30
勤務／週3日

時給／983円
時間／（A）17：00～19：00
　　　（B）　7:00～　9：00
　　　（C）  6：00～　9：00
勤務／週2～5日

入職日応相談

当施設で
一緒に働き
ませんか?

非常勤

利用者様の送迎
および

施設の営繕業務

②食事介助

③洗濯場スタッフ

①運転手兼営繕作業員

通勤手当
規程内支給

車通勤可

有給休暇有

※いずれかでOK

★未経験OK

｝

※試用期間有

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

普通免許
でOK♪
（AT限定可）

4t
ドライバー

2t平
 ボディ

土日
休みも
OK!!

年令不問
60才以上も
歓迎

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）

給与／有資格者35万円～
　　　無資格者25万円～
時間／8：30～17：30
休日／週休2日制、他当社カレンダーに依る
待遇／昇給・賞与有、各種保険有、交通費支給、車通勤可

080-1088-4593
町田市中町1-4-2 町田新産業創造センター内1F

ペダラーダ

［応募］お気軽にお電話下さい。■カフェレストラン

町田市忠生　社員

食肉加工事業所 ※不在の場合は折り返しご連絡致します
電話受付
10：00～17：00

正社員
募集

当社工場内で機械を使用し、
当社の商品を製造するカンタンなお仕事です
◎食品衛生管理者資格お持ちの方歓迎

●勤務地／町田市忠生1丁目（当社食肉加工事業所内）

年明けからの

勤務も可

男女OK!!

※試用期間3ヶ月有

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。

［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
ドライバー
・普免 ・旧普免 ・中型免許OK

［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、車通勤可用制度有

年内すぐに働けます!!即勤務可能!!

男女共に

活躍できる

職場です

20代多数活躍中!!
週休2日

!
土・日休

み!

相模原市中央区矢部3-4-6ヤベ141ビル204

■居宅介護支援事業・訪問介護事業・障がい福祉サービス

株式会社イマジニクス
［応募］月曜より受付。お気軽にお電話下さい（担当／斉藤）

地域と共に
26年

042-769-1663

★近隣の方歓迎★女性活躍中!!

矢部　パート

時給／身体介護1,500円～
　　　生活介護1,200円～
　　　（土・日・祝手当100円～200円／h）
時間／9：00～18：00の間で2h～OK

待遇／交通費支給、有給休暇、処遇改善手当有

登録ヘルパー

★ヘルパー2級以上

【勤務地】相模原市中央区近辺
★入社日応相談

時給／1,800円～
時間／9：00～18：00の間で4h
休日／土、日、他
待遇／交通費支給、有給休暇有、
　　　処遇改善手当有

サービス提供責任者（パート）

経験
者

大歓迎
!

[応募]電話連絡ください。（受付／9:00～17:00）

相模原市中央区宮下2-11-4
E-Mail:system@hashico.co.jp

042-774-0081 042-774-0019

東証二部上場 イムラ封筒の仕事を請負っています
宮下　パート

電話・接客応対、PCによる
データ入力等のお仕事です。

※詳細は面談にて

工場から工場への運搬作業・印刷補助など

★近隣の方歓迎

時給／983円
時間／9：00～15：00（時間応相談）
休日／土曜、日曜、当社カレンダーに依る

時給／983円
時間／13：00～18：00
休日／土曜、日曜、夏季、
　　　年末年始、GW

フォークリフト作業

一般事務

実務
経験

ある方

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
★資格保持者手当有 ★寮希望の方応相談 ★社員登用制度有

待遇／交通費支給、社保完、直行直帰OK、
　　　バイク貸出有
年令／18才以上※定年65才（応相談）

週３～OKわかりやすい研修!!（研修中は昼食付）

◉60代～70代活躍中!!

日給／9,500円～12,000円

日給／8,500円～10,500円
日勤

夜勤

時間／8：00～17：00

時間／20：00～翌5：00

（研修手当含）
入社祝金7万円！昇給あります！

早く終わっても日給保証!！

給与／ 20万円～25万円以上
※月収で30万円以上も可

【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

[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

http://abeunyu.com

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 ●年令不問　●男女不問

2t平ドライバー募集 2名
採用予定

麻溝台　社員

地場・中距離・長距離選択OK!!
当社でまずは働いてみませんか？

中型免許資格取得支援制度有

【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

[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

http://abeunyu.com

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 ●年令不問　●男女不問

4t平ドライバー募集 3名
採用予定

麻溝台　社員

地場・中距離・長距離選択OK!!
当社でまずは働いてみませんか？

給与／ 24万円～30万円以上
※月収で35万円以上も可

中型免許資格取得支援制度有

嘱託者も
歓迎致します

当麻　職員

■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

原
当
麻
駅

県立
相模原
公園

相模原
沈殿池

相模原
ギオン
スタジアム

麻溝小学校
入口

稲
荷
神
社

金
相
寺

新
中
丸
橋

原
当
麻
駅

東
入
口

相愛
なごみ館

相愛病院

給与・時給／当施設規定による
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。
＊初任者研修資格（旧ヘルパー2級）・
　介護福祉士資格をお持ちの方歓迎

お気軽にご相談ください。

介護・生活支援スタッフ

［応募］12/17（月）より受付。電話連絡の上、
簡単な履歴書（写真なしでもOK）持参でご来社下さい。

時給／当社規定に依る
時間／9：00～17：00
休日／土曜、日曜、祝日、夏季、
　　　GW、年末年始
待遇／車・バイク・自転車通勤可

定年退職者
の方も大歓迎

相模原市中央区宮下本町1-33-43

株式会社 シスコン電子

042-758-1711㈹

ビッグヨーサン

すき家

小山町

小山郵便局前小山

宮下ハイツ ガ
ー
デ
ン

佐
藤

炭
火
焼

味
ん
味
ん

当社

至
町
田

至
橋
本 相模原駅

在日米陸軍
相模総合補給廠

イ
ム
ラ
封
筒

宮下本町　アルバイト

一時金有!!
60代の男性活躍中

近隣の方
歓迎

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 

 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

社会福祉法人平成記念会

042-783-0900

http://machida.tokuyou.jp/
［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でお越し下さい。

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

町田市相原町　社員・パート

【正職員】
月給／185,000円～
　　　※経験加算有

●管理栄養士

時給／990円～
時間／9：00～17：30

【パート】●送迎ドライバー

時給／1,010円 ※18:00～20：301,210円
　　　　　　　　　※　5:00～　8：001,310円
時間／①5：00～10：30 ②9：00～15：00 ③15：00～20：30

調理補助及び食器洗浄【パート】●調理補助

一人一人の職員が安心して働ける
職場づくりを行っている施設です

【正職員】

月給／205,000円～
　　　※経験加算有

●調理師

65才まで活躍中

※別途皆勤・
　早番手当有

※別途皆勤・
　早番手当有

週2日～
相談OK

週3日位～
出来る方

※試用期間
　3ヶ月有

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

牛乳屋さんのお仕事いかがですか？

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

配達スタッフ募集

施設・お店などへの
お届けです

午前中はかる～くお仕事、
午後はフリーでプライベートも充実

（時給／1,000円）

委託営業

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。

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。

まずは、
お試し業務をどうぞ

下記参照　社員・パート

月給／201,942円～（経験者別途相談）
時間／7：00～19：00（7.5h勤務・休憩1h）
　　　シフト制、土曜月2回勤務
休日／日曜、祝日、夏季、年末年始（12/29～1/3）

時給／1,300円
時間／16：00～19：00（時間変動有）、平日（月～金）
休日／日曜、祝日、年末年始（12/29～1/3）

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来園下さい。（担当／奈良）
■社会福祉法人小山地域福祉会

相模原市中央区小山2-5-9

たけの子保育園 042-773-9113

保育士

延長保育（パート）

車・バイク・自転車通勤OK 第2保育園も同時募集!

新卒者・経験者・主婦も大歓迎!!
【資格】保育士

【資格】保育士

待遇／労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険、
　　　退職金共済国・県

042-752-2742
相模原市南区大野台1-3-12

ランドリー

★12月17日（月）より受付致します。（9：00～18：00の間）
［応募］電話連絡の上、履歴書ご持参下さい。 採用担当まで ◎詳細は面談にて

下記参照　

時給／983円～
　　　※試用期間・研修期間有
時間／10：00～19：00

時給／983円～
　　　※試用期間・研修期間有
時間／10：00～18：00

週2～3日の
勤務でOK!

【勤務地】

ニトリモール相模原店内
【勤務地】

スーパーなかや大沼店

未経験
大歓迎 !

クリーニング受付業務

閉店18時、水曜定休日

ホールスタッフ募集

042-851-3041

時給／1,050円～
時間／昼10：30～14：00　夜18：00～22：30
待遇／昇給有、交通費支給（規定内）、ユニフォーム有

【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。 ※月曜定休日

相模原　アルバイト

相模原市中央区相模原6-23-9 西門h.sビル1F

★週2日～OK

★時間・曜日応相談

※試用期間有
客層がよく落ち着いた
雰囲気のお寿司屋

難しい作業はないので
安心てください

無料
まかない寿司あり

学生・フ
リータ

ー・

Wワー
ク歓迎

!!

高校生
も可!

がんばる方には即昇給します!

042-768-8880

ケアハウス　デイサービスセンター
社会福祉法人虎千会

相模原市中央区宮下本町1-9-6

実 の 里
みのり

［応募］電話連絡の上、履歴書（写貼）持参で
　　　お越し下さい。担当／原

時給／1,060円
時間／9：00～17：00

宮下本町　社員・パート

※詳細はお問合せ下さい。

待遇／［常勤］賞与有、社会保険完備
　　　［共通］昇給有、資格手当有、車通勤可、交通費規定内支給

デイサービス職員

給与／183,000円～
時間／9：00～18：00
　　　（シフト制）
休日／週休2日制

週2日～OK

常勤 パート

●資格不問

※短時間勤務も応相談

厚木市棚沢　社員・パート・アルバイト

各地区拠点数

飲食店などに配送し

人にとって大切な

“食”を支える

企業として…

各地へ広がる当社の

物流ネットワーク!!

働く一人一人を

しっかりサポート!!

約5,600名の

従業員の皆さんが

当社を

支えています

3t・4tドライバー

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

月給25万円～×12ヶ月＋
賞与3回（夏・冬・決算賞与）

＝452万円

〈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。
【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

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

パート・アルバイト
同時募集 事 務

賞与年3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㈱ 046-242-4087（担当／三橋）
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

社員の一員として、
厚木の営業所で働きませんか？



[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】

月収18万円
以上も可能!!

下記参照　委託

★配達は相模原市中央区・南区

※要普免

郵便小包
の配達 軽自動車でのお仕事!!

(配達車貸与）

仕事に慣れるまで
個数保証有

（当社規定による）

慣れれば簡単!!

シニア世代・
女性も多数
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（パート）募集!!

時給／1,000円

並木　パート

★交通費1日300円他手当有

時間／10：00～14：00
勤務／週3日（月・火・木） ※曜日は応相談

時間／ 8：00～14：00、14：00～18：00、
          8：00～18：00
勤務／週3日程度　※曜日、時間は応相談

時間／ 8：00～9：30、16：30～18：00
勤務／週2～3日　
         ※水、金出勤出来る方尚可

◆調理担当スタッフ

◆介護担当スタッフ ◆送迎担当スタッフ

（資格必要なし）

（資格必要なし、有資格者手当有） （普通自動車1種以上必要）

4t【チルド車】大手スーパー配
送

カート積み降ろしなので女性も活躍中!!
手積みナシ!!

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

他時間帯のコースもあります!! お気軽にお電話ください。

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　時間／3：30～・4：00～
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
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）

時間外もきっちり保証!!

●車通勤可

入社祝金10万円支給

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

矢部　パート・アルバイト

時給／983円～
時間／9：00～16：00
待遇／雇用保険有、
　　　昇給有、車通勤可

経 理 補 助
パート・アルバイト

●●● 入社日応相談 ●●●

週3日程度
勤務できる方
（曜日応相談）

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

月給／335,000円
時間／6:00～17：00

月給／365,000円
時間／7:00～19：00

■大型ドライバー

月給／312,000円～
時間／5：30～18：30、0：00～11：00

■4tドライバー

月給／280,000円～
時間／運行により異なります

■2tフリー便

http://www.hisaoka.co.jp/

積込み場所は

相模原・厚木

など近くが

ほとんど

手積み

手降ろし

ほぼ無し!!

休日／曜日固定のシフト制、他会社カレンダーによる ※週休2日相談可
待遇／賞与有、交通費支給（規定内）、社保完、制服貸与、車通勤可

賞与有!!
働き方に

合ったお仕事

内容でご用意

致します

●要フォーク免許

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）

療養型病床（病床数206床）

※看護師1名・補助2名体制(病棟単位)

正看護師・准看護師（常勤） 看護補助

【交通】橋本駅南口から上大島行バス10分位（職業大前バス停下車徒歩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）

●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

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【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】

※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

医療法人
社団葵会

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

キ
　
リ
　
ト
　
リ

【有効期限】 2019年1月末日迄 RP12/16

切り抜いてお持ちください

【営業時間】11時～22時（L.O21時半）
※12/31・1/1はお休みです。

〈厚木店〉 
厚木市山際554-1

P50台

栗の里

ビーフシチュー（ライス付） お子様セット

※価格は全て税抜

スープ・ドリンク・
おもちゃ付

800円　 400円 500円　 　250円
1,800円
　 　900円

900円
　 　450円

1,900円　  1,500円

米沢牛ホルモン揚げ、米沢牛入りソーセージ、
米沢牛バラスモーク、米沢牛サラミ

シフォンケーキまたは
各種ブリュレサービス!

●厚木店のみ使用可

びんビール、各種サワー、
ボトルワイン、日本酒類も
すべて半額

無ろ過生ワイン 米沢牛
ホルモンぽん酢

お子様セットご注文の方に
バルーンアートプレゼント♪コチラの紙面を持参でコチラの紙面を持参で 生ビール

人気メニュー

小学生までOK

アルコールも
全品半額

米沢牛おつまみ各種半額

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

［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。

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

ぜひホームページをご覧下さい。 仕事内容など詳細分かります

職場見学も
出来ます!!

職場の
雰囲気や作業
内容など

冷暖房完備なので快適です!

溶接工（CO2）

ベンダー アルゴン

レーザー
オペレーター

CAD
オペレーター

下記参照　非常勤

[応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)ご持参下さい。12/17(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

時給／1,000円～
別途手当として月額／9,000円～15,000円
時間／[日勤]8：45～17：15

時給／1,250円～
別途手当として月額／9,000円～15,000円
時間／[日勤]8：45～17：15

非常勤

ケアマネージャー

3～5日程度

介護士

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

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)

相模原市中央区相模原8-6-17
(JR相模原駅より徒歩7分)

【ひばり】勤務地

【すみれ】勤務地

60代の方も元気に活躍中です。

グループホーム職員募集!!

3～5日程度

042-777-5081相模原市南区麻溝台4-2有限会社サンワールド
■ 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】

※詳細は面談の上

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）

■荷下ろしも問題ナシ!!

■全車カゴ車・パワーゲート付! 

ドライバー募集4t・大型

仕事の出来るカッコいい！ドライバーを
当社で目指してみませんか？

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

4t

大型
入社日応

相談
会社見学

OK!!

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

勤務地　社員・パート

由野台　見習い・社員

型 枠 大 工 見 習 い 募 集

現場多数有!!

仕事を頑張れる人は

カッコイイ!!

[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。※随時受付しております。 お気軽にお電話下さい。

090-4915-8039（直通）
〈営業電話はお断りします〉有限会社 小峯建興相模 型枠

相模原市中央区
由野台1-1-5

■神奈川県知事許可（般-27）第81248号

■日給／10,000円～ ※年令・経験等考慮の上、面談にて決定
■時間／8：00～18：00　　　■休日／日曜、夏季、年末年始、GW

■待遇／社保・雇用・労災保険完備

※詳細は面談の上

型 枠 大 工 職 人

当社は人を育てる

会社です

は 当

相模原市中央区相模原1-3-8岩本ビル4A

訪問介護サービス「夢(ドリーム)」

[応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参でご来社下さい。
　　　介福登録証・ヘルパー修了証(2級以上)・印鑑を必ず持参下さい。

★介護福祉士資格所持者優遇 ★交通費全額支給 ★年令不問

時給／ 【身体】1,800円～【生活】1,370円～
資格／介護職員初任者研修
　　　（ヘルパー2級以上）、要普免
時間／都合に合わせます
　　　※1日1h～OK ※直行直帰OK

※詳細は面談にて給与／当社規定による

有休アリ!!・定年ナシ!!

【同時募集】正社員さん
（サービス提供責任者・ヘルパー）

登録ヘルパーさん

042-730-5720

◉土日及び夕方以降出来る方優遇

下記参照　登録・社員

1日1h～働けます!!勤務開始日相談下さい

月給／185,000円～

時給／1,100円～ 時給／1,000円～

月給／25万円～

※詳細は面談にて

★頑張り次第で

     70万円以上も可

休日／日曜、祝日、夏季、年末年始、GW　待遇／社保完、交通費支給（会社規定）、車通勤可　★試用期間2ヶ月有

最低保障30万円～
社 員

パート

社 員

パート
時間／8：00～17：00

★時間帯応相談

時間／9：00～17：00

電話応対・PC入力（ワード・エクセル）

※要普免

下請けさん同時募集

町田市小野路町　社員・パート・請負

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

町田市小野路町4392（浅間下バス停近く）株式会社山一アルミ 090-3048-0022

アルミ網戸製品製造作業員 一般事務
技術を身につけ、

将来を安定させませんか？

★年1回昇給有 ★年1回昇給有

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

資格／普通免許（H19年6月～取得者は中型免許）
休日／会社シフトによる
         （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、社会保険倶楽部加入

［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

田名　社員・アルバイト

月給／340,000円～
時間／17：30～・18：00～・23：30～

月給／290,000円～
時間／3：00～

仕事量は豊富なので

お気軽にご相談下さい

ルート配送【カゴ積み・カゴ降ろし】

【4t】アルバイト同時募集 ★週1回でも可!

ルート配送なので、安定して働けます!（正社員）

4tドライバー募集! 2tドライバー増便につき1名!!

［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

下記参照　

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い!!慣れてしまえば簡単♪

軽貨物ドライバー

相模原市中央区淵野辺4-38-7 2F

㈱トランスポートTOP’S
■運送業

042-851-4240

【配達エリア】宮前区、相模原、町田、座間

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

しっかり研修有
時給／1,000円～

社員登用有
要普免

※詳細はお問合せ下さい

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
アルバイトさん（経験者）も同時募集中!!

★女性ドライバー活躍中
★簡易宿泊施設有 ★入社日応相談

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

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33.1万円

月収例…3年目42才47万円

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

一般貨物（地場・中長距離）

成洋商事

【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

新しいスタートを当社でしませんか？

2tでも高収入!

相模原市中央区松が丘2-12

[応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参でご来社下さい。

㈱瑞輝 042-730-3438
■一般産業廃棄物収集運搬業

みずき

入社日
応相談

時給／1,000円～
資格／要中型免許（旧普免可） 
時間／8:30～17：30の間
　　　で3h～4h程度

松が丘　アルバイト

正社員同時募集
積み込み補助（アルバイト） 週2日～、1日3～4h程度出来る方

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。 

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

電話応対・書類整理

下記参照　パート・アルバイト

事務員

週3日以上勤務出
来る方

メールの操作
出来る方

日給／

8,000円～
17,000円

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

片付け・簡単な
引越し等

作業員
同時募集

増員中!!

車通勤OK
（駐車場完備）

時給／983円～＋時間外手当別途有
時間／13：00～19：00（多少前後有）

土・日・祝、出勤
可能な方大歓迎

定年退職した方
もOK!!

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）

柿澤塗装店

安心安定給与体制!!
月給制・ボーナス・退職金
安心財団加入・弁護士保険加入
作業服支給・労災各種保険

地元で働く!!

宮下　社員・パート・アルバイト

相模原市中央区宮下2-13-5

サガミ急送株式会社
鋼材輸送

042-773-5541㈹
コ コ ヨ イ

[応募]電話連絡の上、履歴書（写真貼付）・運転記録
　　　証明書を持参でご来社下さい。担当/高橋 ※詳細は面談にて

※試用期間有

社員募集

大型
（9t車）運転手
大型

（9t車）運転手 給与／25万円～30万円以上
大型

（12t車）運転手
大型

（12t車）運転手 給与／25万円～34万円以上
トレーラー
（12m台車）運転手
トレーラー
（12m台車）運転手 給与／30万円～40万円以上

全車デジタルタコグラフドライブレコーダー装着
コイル・切板等の鋼材輸送（手積手降無し）

【エリア】関東一円工場間輸送
 ★基本長距離はありません。 サガミ急送

点呼係 時給／983円
　　　（3：00～5：0025%UP）
勤務／AM3：00～AM8:00
　　　（月～金の間で週2日～）

（パート・アルバイト）
★年令不問

“ずっと働きたい”と思える
会社づくりを目指しております!

資格所持者
優遇

・玉掛
・フォーク
・床上操作式
　クレーン 
・移動監視者
資格は入社後の
取得も可能

運行管理者
資格保持者
に限る 相模原市中央区

陽光台3-16-14 0120-596-085くるま屋さん

陽光台　CM

http://kurumaya-san.com/

警察の対応しない私有地の
放置自動車を撤去します

相談・調査は無料です
（要実費支払）

裁判・強制執行は
弁護士・司法書士と提携します

適法に処分しますので
安心です 

車の所有者からの
クレームに対応します

電話1本で駆けつけ
相談受けます

費用は事前に見積
しますので安心です

高年式車・
外国車・新古車も
高価買取中

即日現金で
お渡しします
（書類完備必要

）

秘密厳守
します

ローン中・税金等

相談にのります

高価現金買取
致します

修理・車検・板金等、

お車について

ご不明な事は何なりと

お問い合わせ下さい。

自動車整備士が

対応します

使っていない車、動かない車、車検切れの車

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
地域密着型
広告代理店
企画・発行

http://www.rapportplan.co.jp

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。
求人情報紙・インターネット事業広告全般・企画制作・折込み迄

給与／18.5万円～25万円以上
　　　+能力給
年令／45才未満(省令3号のイ適用)
時間／9：00～18:00
休日／土曜（会社規定による）、日曜、
　　　祝日、夏季、年末年始、GW
待遇／昇給年1回、賞与年2回、
　　　社保完

正社員
時給／1,200円
時間／①9：00～16：00
　　　②9：00～17：00
　　　③9：00～18：00
休日／土曜、日曜、祝日、
　　　夏季、年末年始、GW
待遇／昇給有、社保完、
　　　制服貸与、車通勤可

｝※選択可
パート

未経験者歓迎!!

社用車貸与・通勤可
(全車AT車)

★要普免
★試用期間有

矢部　社員・パート

月～金曜のお仕事。

当社は相模原市を中心に

求人広告を発行している会社です。

スタッフは女性スタッフが

9割在籍しております。

異業種からの転職ももちろん、

経験ある方、未経験の方を

幅広く募集しております。

営業活動エリアは相模原市なので、

安心して働けます。

広告スタッフ

20代～40代の
女性活躍中!!

相模原市中央区千代田3-14-2豊栄ビル1F

[応募]12/16(日)より受付。電話連絡の上、
履歴書(写真貼付)・職務経歴書をご持参下さい。

042-730-4280

営業さん募集!!業務好調
につき

★アルバイトでも可
神奈川県知事(2)第27601号

千代田　社員・アルバイト

給与／完全歩合給制
時間／10：00～18：00

　　　の間でお好きな

　　　時間に出来ます

休日／隔週火曜、水曜、夏季、年末年始、GW

お客様にあった家探しのプランを提案するお仕事です!

未経験者歓迎!!

※諸条件有

通常　歩合30％～70％

★詳細はお問合せ下さい

宅建お持ちの方優遇!!

最大歩合

90%


