
2t・4t
ドライバー

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

［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

土・日休み!週休2日!

異業種からの転職も大歓迎♪
・普免 ・旧普免 ・中型免許OK

相模原市緑区三ケ木1545-1（津久井高校近く）

株式会社

テクノバース

■機械部品メーカー

042-780-6188

http://www.technobirth.com/

三ケ木　社員・パート

[応募]1/14(月)～電話連絡の上、履歴書(写貼)持参でご来社下さい。担当／藤本・田口

ファミリー
マート

セブンイレブン

津久井変電所

森田病院

津久井高校

当社
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事務正社員 事務パート

給与／17万円～23万円
年令／35才未満（省令3号のイ）

時間／8：00～17：00

時給／983円～
時間／①9：00～16：00
　　　②9：30～16：30　

PC
出来る方
歓迎

休日／土曜、日曜、その他夏季、年末年始、GW、他当社カレンダーに依る
待遇／社保完、賞与有、退職金制度有、有休有、車通勤可、交通費（上限3万円）支給、作業着貸与

一人一人を大切にする会社です

お子様がいる方も

安心して働ける環境です

※時間、曜日応相談

横山台　社員

給与／250,000円～300,000円以上も可
時間／8：00～17：00（多少変動有）
休日／土、日、他当社カレンダーに依る
待遇／賞与有、社会保険完備、交通費支給、
　　　有給休暇有、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。

相模原市中央区横山台2-2-16
【本社】

■一般区域貨物運送事業

㈱田口運送 042-754-3611

4t・10t平ボディー

業務拡大につき

正社員募集

休みが充実して
いるので

無理なく働けます。

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

田名塩田　社員

アステ

作業場は冷暖房完備!!
広々として清潔

なので働きやすい♪

※詳細はお問合せ下さい。

機械オペレーター
（複合加工機・ベンダー）

女性も多数活躍中です

溶接（アルゴン・半自動）

未経験大歓迎!!

20代～40代
の方活躍中

■総合広告代理店

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

http://www.rapportplan.co.jp
［応募］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。

WEBデザイナー
プログラマー募集

正社員

パート

矢部　社員・パート

給与／ 22万円～30万円
時間／ 9：00～18：00
休日／土曜、日曜、祝日、夏季、年末年始、GW
待遇／賞与年2回、昇給年1回、社保完、制服貸与

時給／ 1,500円～1,700円
時間／ 9：00～16：00
　　　 9：00～17：00
　　　 9：00～18：00
待遇／社保完、制服貸与

◎試用期間有
★営業はありません
◎車通勤可

｝ ※選択可

月収で

25万円
以上可

あなたのスキル活かせます!!

WordpressでのHP作成できる方

Photshopでの画像編集できる方

Illustratorできれば尚可

月給／27万円～37万円 以上
　　　※経験により優遇 日給／10,000円～

　 14,000円
月給／当社規定

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

※2ヶ月間見習い期間有

構内作業有

ユンボに興味のある方なら
初めてでもOK!

構内作業有

50代60代の方も活躍しています!!

■製鋼原料問屋

相模原市中央区清新2-16-11（氷川神社前）㈱黄原商会 042-752-3135㈹

入社日
応相談

従業員募集!!
ユンボ運転手従業員 ガス切断従業員

◎要中型免許
◎大型免許あれば尚可
◎各種免許取得制度有

◎要中型免許 ◎要中型免許

清新　社員・パート・アルバイト

【業務内容】スクラップ、リサイクル業

時間／8：00～17：00　休日／日曜、祝日、夏季・冬季休暇、GW　待遇／労災、雇用保険有、社保完、別途大型手当有、昇給有、賞与年2回

未経験者
歓迎!!

★経験者優遇★年齢不問 ★経験者優遇★年齢不問

正規専任職員
（配送スタッフ）

月給／203,500円～238,500円＋残業代・交通費＋賞与年2回
年令／35才未満（省令3号のイ）長期継続キャリア形成を図る為
資格／要普免（中型可・AT限定OK）
時間／相模センター8：30～17：00（実働7.5h）
　　　大和センター9：00～17：30（実働7.5h）
休日／土曜、日曜、生協指定日

［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

生協職員
大募集

同乗研修・ルート研修等充実!
慣れる迄しっかりフォローするので
地理が苦手な方でも安心♪

★待遇&福利厚生も安定感抜群!! 　　★20代～40代が活躍中!!

大和市深見西1-4-12
（小田急、相鉄「大和駅」徒歩11分）

相模原市中央区上溝218-1
（JR相模線「番田駅」徒歩7分）パルシステム

神奈川ゆめコープ
0120-581-202

0120-581-767

相模センター

大和センター

TV CMでおなじみの大好評「生協の宅配」

上溝　社員

〈基本月給×12ヶ月＋賞与年2回＋各種手当一律含〉

組合員宅へ生協商品を配送する、とても簡単な業務
全車AT・バックモニター・
ドライブレコーダー装備!!
普通乗用車と同じ横幅です♪

★有給利用
も可

土・日休み!

昇給
退職金制度有

年間休日
114日

待遇／交通費規定内支給、社保完備（法定基準による）、有給休暇有、
　　　定期検診、慶弔休暇制度、職員旅行、役職員共済

400万円

入協2年目

480万円

入協5年目
（総合職登用）

600万円

入協10年目
（総合職登用）

モデル年収!!

〒252-0243 相模原市中央区上溝35-2
（JR相模線「原当麻駅」徒歩10分）

㈲神奈川トータルサービス
042-778-4058

HP▶http://transport-kts.com/　E-mail▶headoffice@transport-kts.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。

日給／12,000円
時間／1：30～翌10：00
休日／平日シフト公休

日給／12,000円
時間／23：00～翌10：00
休日／平日シフト公休

日給／13,000円
時間／8：00～18：00
休日／日、月公休

4tドライバー募集
冷凍食品店舗配送ドライバー

チルド品店舗配送ドライバー ドライ品店舗配送ドライバー

下記参照　社員

待遇／社保完、制服貸与、
　　　車・バイク通勤可、他会社規定による

希望の時間帯、仕事内容など
ご相談下さい!

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）
休日／日曜定休

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]1/14(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　社員・パート

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

時給／19万円～22万円
　　　＋別途処遇改善加算
　　　＋資格手当有

給与／1勤務20,000円
時間／17：00～翌9：30

★駐車場完備で通勤ラクラク♪ ★相模原市内に多数施設有!!

勤務地▶桜・春 勤務地▶やよい勤務地▶桜・春

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 デイサービスやよい

中央区千代田2-1-8
勤務地

年2回ミニボーナス

支給!!

介護スタッフ募集
日勤パート日勤パート

常勤

夜勤パート

食事付

※平均年収330万円

グループホーム デイサービス
経験等
考慮
します 週2日～可

週2日～可

B

時給／1,030円～

【パート・アルバイト・正社員】★電気工事士資格あれば尚可 ②簡単な組立・仕上げ

【契約社員・正社員】③加工機械オペレーター

時間／9：00～18：00　　 休日／土、日、大型連休有（GW・夏季・年末年始）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

【勤務地】

【面接地】

相模原市緑区大山町2-10
（アリオ橋本店の目の前）A

相模原市緑区大山町2-10

★★独立開業支援制度有（詳細はお電話ください）★★

（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1752-7B

時給／1,250円～
時間／1日8h、週5日

①組立スタッフ

A B A B

［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

※研修期間有

厚木市下荻野1422-1株式会社コアテック 080-6757-7928

★週3日～  ★女性活躍中!

月給／210,000円以上
資格／玉掛け免許、ホイスト免許
勤務／週5日

【正社員】

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

　支援制度有月給／210,000円以上
資格／要クレーン運転士免許
勤務／週5日

④天井クレーンオペレータースタッフ

A

大手企業内のお仕事

あなたも

当社で働
いて

みません
か？

下記参照　パート・アルバイト・社員

60代の方も
積極採用中!!

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〉

麻溝台　パート・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。

★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

ワード・エクセル

出来る方

職場はアットホームで、雰囲気の良い職場です。

休日／土、日、祝、夏季、年末年始、GW

事務補助さん

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
［応募］お気軽にお電話下さい。■電気設備工事業

042-757-3443

要普免

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

月給／22万円～45万円以上
時間／8：00～18：00
休日／月6日～7日※日曜含む、GW、夏季・年末年始
待遇／昇給随時、賞与年2回、社保完、
　　　残業手当、退職金制度有、有休、
　　　制服貸与、交通費補助、車・バイク通勤OK

矢部　社員
経験者は30万円スタートも可!!電気工事

スタッフ
頑張る方は
しっかり評価
致します。

042-713-3910
相模原市中央区上溝3958-12

三和紙業㈱
■各種食品容器・ギフト用品・ポリ用品・その他総合包装用品
［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。1/14（月）より受付致します。  担当／藤本

男女ともに歓迎!!シニア層も大歓迎♪

時給／990円～
時間／9：30～17：00  
休日／土曜、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、交通費規定内支給、車通勤可

包装用品関連の倉庫作業

上溝　アルバイト・パート

※時間応相談

下記参照　業務委託

報酬／完全歩合制※詳細は面接にて
資格／年齢不問、要普通免許
　　　（自家用車で現地まで移動して頂く為）
時間／フリータイム（直行直帰制）
勤務／土・日・祝が中心（平日のお仕事も有）
　　　※自由にシフトが組めます。
待遇／成績により海外研修制度有、
　　　実績に応じて毎月インセンティブ制度有

時間額／1,000円
時間／8：30～20：00の間で応相談
　　　※時間は会場により異なる。
勤務／土・日・祝が中心（平日のお仕事も有）
　　　※自由にシフトが組めます。
待遇／交通費支給（当社規定による）、
　　　研修有

［応募］フリーコールへお電話ください。※お電話の際は掲載コードR19071とお伝えください。
　　　面接時に履歴書（写真貼付）持参ください。面接日時・場所は相談に応じます。
　　　※受付／（平日）9：00～19：00・（土日祝）9：00～17：00 【担当】畠山（25308）

★未経験者OK ★PC・タブレット等使える方歓迎

幼児教育アドバイザー
「ディズニーの英語システム」のPR及び販売。
（英語力不問）ノルマ・飛び込みもありません。

イベントスタッフ
「ディズニーの英語システム」販促イベントの運営。
（準備・片付け・チラシ配り・集計等）

本社/東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー4F

【勤務地】お住まいの県内・近隣エリア 【勤務地】お住まいの県内・近隣エリアの商業施設

ワールド・ファミリー株式会社
0120-983-391https://world-family.co.jp/

■幼児向け英語プログラムの販売及びサポート組織の運営

042-786-1410相模原市中央区共和2-16-15アマービリスA＆T
(JR横浜線「淵野辺駅」より車で3分)

デイサービス わだつみ
担当／數（かず）、宮下

通所介護事業所（定員28名）

http://www.regiol.co.jp/
［応募］お気軽にTELまたはwebよりご応募下さい。

共和　パート・常勤

●週4・5日の勤務で土曜出来る方
※社保加入制度有

時間・曜日は相談下さい。見学希望者も大歓迎です

時給／1,200円～
時間／【1日】  8：30～16：00…①～④
　　　【午前】  9：00～14：00…①、②
休日／希望シフト制

①調理
②洗い物
③仕込み
④宿泊される
　方の調理

1日出来る方歓迎

メニュー考案、カロリー計算など
単純作業だけではないので、やりがいがありますよ

調理師【パート・常勤】安心
安全で

美味しい食
事を提供しています 和食を中心とした調理です

 

資格／調理師免許　待遇／交通費規定内支給、車・バイク・自転車通勤OK

月給／20万円～
時間／8：30～17：30
休日／完全週休2日
　　　（希望シフト制）
待遇／昇給有、社保完、
　　　賞与年2回

常 勤

●土・日含んで勤務出来る方

パート

WワークOK

扶養内対応可

ホールスタッフ募集

042-851-3041

時給／1,050円～
時間／昼(土、日、祝のみ)10：30～14：00
　　 　夜(平日、土、日、祝)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

未経験からのスタート大歓迎!!

※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!

土・日・祝

だけでもOK!!

上溝　パート・アルバイト

時給／1,050円
　　　★15万円以上稼げます!!
時間／9：00～17：00
勤務／月曜～金曜（3月繁忙期は土曜出勤
　　　出来ると助かります♪）

相模原市中央区上溝6-9-22
（JR相模線「上溝駅」徒歩10分）

学校の登校日や卒業式等は
教えて下さい!

しっかりと考慮します!!

教科書の仕分け・学校での教科書販売Staff募集
短期で稼いでみませんか?本が好きな方大歓迎!!

【2月下旬～3月末の月曜～金曜 週5日のお仕事】

［応募］1/13（日）より受付致します。電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来店下さい。

042-750-2285

学生さんが春休みを
利用して活躍中です♪

給与は
手渡し

麻溝台　　　

アソーニチエイ㈱
■運送業

042-744-4001
090-8840-5032

相模原市南区麻溝台8-18-58

応募専用
担当／タカギ

（応募は上記電話番号へ）

［応募］電話連絡の上､履歴書（写真貼付）持参下さい。

月給／24万円～29万円　時間／8：30～17：00 ※超勤60h前後
休日／土曜、日曜、祝日、有給休暇、他得意先カレンダーによる
待遇／社保完、交通費規定支給、車通勤可、諸手当有、残業手当有

◉65才未満（延長可）（例外事由1号）

　社員

2tドライバー
［2tバン車・平車］ 男女問わず大歓

迎♪
50才前後活

躍中!!

日勤!

地場!

042-768-1025
相模原市中央区千代田2-1-16[応募]1/14(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

★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!

時給／990円～
時間／16：00～19：00 

給与／1勤務25,000円
　　　（楓・入居者数28名）

　　　1勤務20,000円
　　　（ぼたん・入居者数14名）
時間／17：00～翌9：30 

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

日勤パート 夜勤スタッフ 調理スタッフ【勤務地】ぼたん・楓 【勤務地】ぼたん・楓 【勤務地】ぼたん

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

土・日のみの勤務
出勤時間
応相談

時間・曜日応相談

週2日～OK!!

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）

橋本台　正社員・アルバイト

時間／8：00～17：00
休日／週休2日制（基本土・日）、GW、夏季、年末年始、会社カレンダーによる
待遇／賞与年2回（業績による）、社保完、交通費規定内支給、昼食代補助有

相模原市緑区橋本台1-30-6 ※電話に出られない場合は折り返しご連絡致します。
㈲明晃精機

工場内
作業員

090-6316-6859
［応募］平日9：00～17：00受付。電話連絡お待ちしてます。履歴書（写真貼付）ご用意下さい。
■精密機械
　部品加工

時給／1,000円～

月給／186,000円～251,000円
　　　※別途各種手当有（残業・家族）★試用期間有

詳細は
面談にて

アルバイト

正社員経験者
優遇

★★冷暖房完備★★
●時間・曜日応相談

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

本年も積極採用中!!
新たなるスタートを当社でしてみませんか？

042-778-6066㈹

産業廃棄物処理業

相模原市中央区田名8489-1

［応募］電話連絡の上、履歴書
　　　（写真貼付）持参でご来社下さい。

アトムプラント㈱

時給／985円～
時間／8：00～17：00
★時間・曜日は相談下さい

休日／日曜、夏季、年末年始、長期休暇有
待遇／昇給・賞与有、社保完、交通費支給、有給休暇、車通勤可

090-8017-3477

事務パート

（担当／柏原）

※入力程度のPC操作出来る方

週5以上出来る方優遇!!

正社員
登用有

急なお休み、学校の行事
など柔軟に対応出来ます。

※試用期間有

田名　社員・パート

アトムプラント



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＊
★月1回程度の勤務!!

E-mail　sagami@seishou.ac.jp

2月2日（土）
太巻きずし、厚焼き卵、

茶碗蒸し

1月19日（土）
パエリヤ、にんにくスープ

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。

調理実習講師募集

中央　

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

昼間部
・

夜間部

相模原市中央区中央5 8

■国家試験免除・一般教育訓練給

学校法人
成章学園相模原調

＊＊体＊体＊体＊体＊体＊体験入学、資料請求
★月1回程度
調調調調調調理調調 実習講

新卒者から社
10代～50代
一緒に学んで

昼間部
・

夜間部

昼間部1年、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。

[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　　　※研修期間有 車通勤可

上溝　請負

042-759-0411
相模原市中央区上溝1118-1（七曲下）

大一資材㈱
電線用ケーブルドラム製造卸

請負木工さん

給与／250,000円以上可

時間／8：00～17：00
休日／日曜、祝日、夏季、年末年始

ケーブルドラムの再生作業“しっかり”
未経験者・経験者

サポート!
支払い実績

300,000円以上

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

夜勤
介護職員

淵野辺　パート

●Wワーク
●扶養内 
●週2日～OK

土・日・祝どれか
だけでも
OK♪

健康で元気がある方なら60代～70代も活躍出来ます!!

日勤介護職員

も同時募集中

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～

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!      4tドライバー募集

!
（正社員）

[応募]電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

正社員
募集

機械修理経験者優遇

山口真空㈱
【本　　社】 相模原市南区大野台5-16-34
【第二工場】 相模原市中央区上溝1916-2

042-758-3135

HP▶http://www.yamaguchi-vacuum.co.jp/

勤務地第二工場
相模原市中央区上溝1916-2
(JR番田駅から徒歩約10分)

■工場内作業■

★試用期間3ヶ月有

給与／20万円～30万円
　　　(経験による)
年令／45才未満（省令3号のイ）
時間／8：00～17：30（実働8h）

休日／隔週土曜、日曜、祝日、
　　　夏季、年末年始、GW、
　　　当社カレンダーに依る
待遇／昇給年1回、賞与年2回、
　　　社会保険・厚生年金有、
　　　交通費支給、制服貸与、
　　　退職金制度有、
　　　マイカー通勤可

※出張も有

頑張れば頑張った分結果が

ついてくるヤリガイあるお仕事です。

下記参照　社員

業界トップレベル!

「真空ポンプ」を扱っている会社です。

今注目されている21世紀の最先端

の技術を活かし、大手企業とも

多数取引きさせて頂いています。

今回、大きいプロジェクトを

立ち上げているための増員募集です。 □未経験者歓迎! □学歴不問!

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？

麻溝台　社員・パート

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】

※詳細は面談の上

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

大型
4t

4t 大型

全車カゴ車・パワーゲート付!

荷下ろしも問題ナシ!!

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

冷暖房完備なので快適で
す!

20代～60代の方、男性
多数活躍中!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

職場の雰囲気や作業内容など職場見学も出来ます!!

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

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）

訪問介護ヘルパーさん

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、正社員登用有、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!!

40代～60代
女性活躍中!!

【パート】週3日～OK
直行直帰OK日曜のみも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。 9時～18時の間で受付。

※試用期間有※詳細は面談にて

新磯野　社員・アルバイト

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

時間／8：00～17：00 ※現場による
休日／日曜、GW、夏季、年末年始、他会社カレンダーによる
待遇／社保完備、作業服貸与、正社員登用制度有、車通勤可

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

給与／300,000円～
日給／12,000円～

③10tダンプ運転手

②解体工事作業スタッフ

①重機オペレーター

●2t、4tのお仕事もあります。●短期も可

★要普免

※経験能力考慮します。

［応募］電話連絡の上、履歴書持参でご来所下さい。★掲載終了後も随時募集中★

相模原市中央区淵野辺1-13-8YL・YRビル1F
（JR横浜線「淵野辺駅」北口下車徒歩5分、フードワンさん近く）

（担当／澤口・芳賀）

■地域密着型通所介護・居宅介護支援事業所

有限会社よしけんケアセンターひばり

042-704-3667

淵野辺　常勤・非常勤

常　勤 月給／16.5万円～25万円 ※資格・経験による

★週2回～OK ★扶養の範囲内での勤務も可
非常勤 時給／983円～1,200円 ※資格・経験による

時間／8：30～17：30
待遇／昇給有、社保完、有給休暇、
　　　交通費全額支給、ユニフォーム貸与

有資格者優遇
無資格者応相談

介護職員

未経験の
方でも可

下記参照　パート

時給／990円～
時間／8：30～17：00、9：00～16：00
休日／土曜、日曜、GW、夏季、
　　　年末年始（年間113日）
待遇／社会保険完備

042-703-0016
〒252-0132 緑区橋本台2-10-5

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

溶接電極輸出メーカー

https://www.e-smk.co.jp

年1回健康管理!!
人間ドック実施！！

未経験者歓迎！！

パート募集◆ ◆【軽作業】

相模原市中央区東淵野辺
4-12-3 プリムヴェール1F 042-751-4128

株式会社プリムヴェール

東淵野辺　社員・アルバイト

日給／ 9,000円～
　15,000円以上（経験等に依る）

◎試用期間有

時間／8：00～17：30
　　　※現場による　
休日／日曜、GW、夏季、
　　　年末年始

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。13：00～18：00の間で受付

給与／20万円～35万円以上（能力に依る）

【給与例】
30才男性Aさん

 
入社6年目35万円（現在）

◎社会保険完備

ガーデニング
エクステリア
外構工事 他

正社員

アルバイト

一人親方も大歓迎!!

1.未経験でもしっかりサポート
2.技術が身に付く
3.ガーデニングの知識が学べる
4.安定した収入
5.働くスタッフは気さくな仲間ばかり

●要普免　●車通勤可

新しい年は、当社で働いて飛躍の年にしませんか？

当社と一緒にお仕事しませんか？
※詳細は面談にて

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）

【勤務地】相模原市内・他

日給／8,500円～10,500円
時間／8：00～17：00

夜勤

日勤

日給／12,000円～14,000円
時間／20：00～翌5：00

★週3日～OK!★

早く終わっても日給保証!!

（研修手当含）

資格保持者

手当有
寮希望の方

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 ★社員登用機会有
★自転車・バイク通勤可

●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

内職・場内内職パート

車の運転が出来る方優遇（運転手当有）

場内内職

勤務地…本社・淵野辺センター ★業務拡大につき同時募集!!

［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　

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

1日5h～

OK!!

時給／1,000円～

要普免

※詳細はお問合せ下さい

社員登用有

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～ ★社員登用も有

●車通勤可［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参下さい。

すぐ勤務
出来る方歓迎♪

有資格者保育士

アルバイト ご希望の曜日・時間ご相談下さい!少ない時間もOK♪ 4月スタート
でも大歓迎♪

嬉しい!
ボーナス
年3回!!

厚木市山際　パート・アルバイト

笹生農園直営レストラン&ローズガーデン
さそう

厚木店
昭和43年
創業

厚木市山際554-1

046-245-1341

平日のみランチタイム 土・日のランチ・ディナータイム
〈キッチン〉 〈キッチン・ホール〉

時間／〈ランチタイム〉10:00～14：00
　　　〈ディナータイム〉17:00～20：00

●食事付き●年令不問［応募］応募又はお問い合わせ、お気軽にお電話下さい。
【営業時間】11時～22時（L.O21時半）

時給／1,000円～　

バラ園とアンティークオルゴールがある
レストランで働きませんか？

平日のみ、土・日のみでもOK!!週2日勤務OK!!

★交通費支給

042-778-0778

[応募]電話連絡の上、履歴書持参でご来社下さい。

相模原市中央区田名9818

㈲大貫産業
産業廃棄物処理業

給与／面談の上決定

★試用期間有 ★入社日応相談 ★車通勤OK※その他詳細は面談の上

時間／8：00～17：00　 休日／日曜、祝日、他月2回、夏季･冬季休暇
待遇／賞与年2回、社保完、労災・雇用保険有、作業服貸与、交通費支給

田名　社員

30代～50代

男性活躍中!!

給与／25万円以上
※要中型免許

重機経験あれば尚可
※資格取得支援有

地球環境への
お手伝いです!!

未経験者
歓迎!!

ドライバー

構内作業員

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

㈱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 

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

ドライバーデビュー大歓迎!!
お気軽にお電話ください。

下記参照　常勤・非常勤・夜勤

[応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)ご持参下さい。1/15(火)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

グループホーム
職員募集!!

月給／184,000円～　　  232,000円(別途夜勤手当有)
時間／[日勤]  8：45～17：15 
　　　[夜勤]16：45～翌9：15

週休2日

週3～5日程度

◎ヘルパー2級以上 ◎要介護職経験者

勤務地／
  ひばり

時給／1,000円～1,020円
時間／[日勤]8：45～17：15
★別途手当として月額／9,000円～15,000円

1回／20,000円
時間／
     16：45～翌9：15

非常勤

常 勤

介 護 士

夜勤専従
勤務日応相談

60代の方も
元気に活躍中です

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)

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　常勤

※試用期間有

個人負担を配慮した勤務体制!!
働きやすい環境です

サービス提供責任者常 勤

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

ケアマネージャー常 勤
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、
　　　交通費支給、他資格に応じた手当有

報酬／1部…2.7円～

下記参照　パート

副業に最適!!

チラシ配布スタッフ

ポストへ求人広告を投函して
頂くカンタンなお仕事です

活動エリア／相模原・町田

あなたのお好きな
時間で働けます●ガソリン代支給

●自転車及び車持込出来る方

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。火曜より受付。

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

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。火曜より受付。

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／990円～
時間／① 9：00～16：00
　　　②10：00～17：00
待遇／雇用保険有、昇給有、車通勤可

●入社日応相談

※試用期間有

経 理 補 助
パート・アルバイト

矢部　パート・アルバイト

PC入力出来る方

週3日の勤務

}選択可

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～

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。1/15（火）より受付。

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

当社で新たに働いてみませんか？

社員

浅間下バス停

至相模原

至町田市→

多摩南野

小野神社前

小山

当社

京王多摩センター

156

町田街道

相模ウレタン工業㈱
相模原市中央区上溝1145

MAIL▶uretan-sagami.kk@kdn.biglobe.ne.jp

■軟質ウレタンフォーム加工及びウレタンチップフォーム製造加工業

[応募]1/13（日）9：00よりTELまたはメールにて受付を行い、
　　　順次面接を行います。まずはご連絡受付お願い致します。

042-778-2921
相模原畜産さん

至
橋
本 相模線交番

亀ケ池
八幡宮

亀ケ池
八幡宮

上溝南小

陽光台7光が丘小前

マクド
ナルド

村富線

七曲り下

道保川公園

番田

当社

至
厚
木

月給／185,000円～（手当・社保付）
時間／8：00～17：00

時給／1,000円～1,230円＋交通費
時間／①  8:00～17：00
　　　②  8：00～13：00
　　　③ 13:00～17：00

ウレタンチップモールド成型
ソファ製造業務

アルバイトドライバー

月給／60,000円～
　　　250,000円以上

…2ヶ月の試用期間有（正社員登用制）

（短期可、長期尚可）

主に県内配送
2tロングワイド幌付き乗務

★4～8時間／日　★週3～5日勤務
1ヶ月の試用期間有（短期歓迎、長期尚歓迎）

アルバイト

契約社員 手積み降ろし
（要準中型免許）

上溝　契約社員・パート・アルバイト

【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

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!!

給与／ 20万円～25万円以上
※月収で30万円以上も可

中型免許資格取得支援制度有

4t平
ドライバー
募集

3名
採用予定

年令不問

給与／ 24万円～30万円以上
※月収で35万円以上も可

男女不問

下記参照　作業員

日給／10,000円～
　 12,000円
日給／13,000円～

相模原市中央区田名2300

[不在時]

※ご応募以外の電話はご遠慮下さい。
※不在の場合、留守電にご伝言お願いします。追ってご連絡致します。

幸地興業

★現場は相模原市内がメインです

解体作業、廃材の運搬作業
解体作業員

4tダンプ運転出来る方優遇!!

重機オペレーター

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。 ※試用期間有

042-764-2282 090-4598-5151

面接地

時間／8：00～17：00
休日／日曜、祝日、夏季、GW、年末年始
待遇／賞与年2回（業績による）、作業服貸与、車通勤可

未経験者OK国籍不問 !! 人柄重視で採用致します。


