
軽自動車でのお仕事!!
(配達車貸与）

[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】

下記参照　委託
★配達は相模原市中央区・南区

※要普免

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!!

月収18万円以上も可能!!

郵便小包の配達

時給／1,100円～ 時給／1,000円～

月給／25万円～
※詳細は面談にて

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 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）

下請けさん同時募集

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。1/28（月）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 042-736-0022

アルミ網戸製品製造作業員 一般事務
技術が身に
付きます!!

★年1回昇給有

〈月給例〉週6日勤務／185,000円～
　　　　週5日勤務／175,000円～

社 員
★年1回昇給有※要普免

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

町田市小野路町　社員・パート・請負
私たちの仲間として働きませんか？

頑張り
次第で

月給／179,000円以上
資格／PC基本操作できる方
時間／8：30～17：00
　　　（実働7.5h）
休日／日曜、祝日、他

月給／255,000円以上
資格／要普免  
時間／8：00～17：00（実働7.5h）

日給／10,000円以上
休日／日曜、他※変動型勤務有

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

事務・経理経験者歓迎!!

普通免許からでもOKです。
嬉しい資格取得支援制度有!

ドライバー
〈一般・産業廃棄物の収集・運搬〉

事務員

ドライバーアシスタント
（アルバイト可）

下記参照　社員・アルバイト

※日勤のみ

※免許不要

現在女性も
多数活躍中!

30～40代の方
活躍中

時給／1,100円～ ＋歩合 ※諸手当有
資格／二種免許又は一種免許（普通免許）
時間／20：00～翌4：00位
　　　※営業時間／19:00～翌4:00

※資格により時給異なります

●車通勤OK!

●金・土のみでもOK!●週1日～OK! ●WワークもOK!

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

横山台　アルバイト

男女運転代行スタッフ

二種免許
お持ちの方!!
即戦力求ム!!

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

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／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

経理経験者に
限ります

［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／168,420円～250,000円以上

★週2回～OK ★扶養の範囲内での勤務も可
非常勤 時給／1,000円～1,200円 
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

無資格者
応相談介護職員有資格者

優遇

★未経験の方でも可

※資格・経験による

※資格・経験による

■広告代理業 日本ポスティング協同組合加盟　相模原商工会議所会員

〈本社〉〒252-0137
　　　相模原市緑区二本松1-37-13有限会社らいふ 042-760-9383㈹

[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／月曜～金曜 9：00～18:00〉

ポスティングスタッフ大募集
【委託】一般広告物のポスト投函作業

★ご自宅周辺1ヶ所からOKです!

配布物はご自宅までお持ち致します!!
チラシはA4サイズ以下に折ってお届けします!!

報酬／完全出来高制（月払い）
　　　 ※1件…2.5円～
　　　※月収…20,000円～
　　　  60,000円位
時間／時間・曜日選べます。

日給／8,000円
時間／9：00～18：00（多少残業有）
資格／要原付免許

下記参照　委託

週1回～でも2週に1回～でもOKです

主婦・中高齢者・定年退職者活躍中!

一般家庭のポストにチラシ等を投函。

まわるエリアは相模原市内なので楽々です。

※ときどき町田市での作業があります。

※配布はバイクで行います。

配布用バイク
貸与（無料）

完全日払いです

毎週、月・火のみのお仕事

業務好調に付

完全日払いです

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

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

大幅採用中!!

新たなるスタートを当社で
してみませんか？

パート・アルバイト
同時募集

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
空いている時間を

有効活用しませんか？
女性用トイレ清掃有
女性活躍中!    

勤務地／橋本駅徒歩2分
車・バイク通勤不可

[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。

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)

清掃パートさん募集

駅近くの通勤しやすい場所です！
仕事はとてもカンタン

元気の
ある方
歓迎!!

下記参照　社員

給与／190,900円～
時間／8：00～17：00
        ◉実働8h ◉月/23日稼働

給与／255,000円～
資格／中型免許（旧普通免許OK）
時間／8：00～17：00
        ◉実働8h ◉月/23日稼働

〒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。

一般事務
清掃作業を含む

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。  受付時間／10：00～12：00　13：00～17：00

042-755-2428

正社員募集

㈱コウセー

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

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］1/27（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

小町通　常勤職員

給与／204,000円～
　 232,000円（手当含む）
【その他】在宅手当0円～2,000円
　　　　子供手当 1人 3,000円

笑顔とチームワークを大切にしている職場です。作ることが大好きな方待っています!

042-700-0277
小町通みたけ保育園

法人本部採用係
駒崎

［応募］電話連絡の上、面接時に応募書類をご持参下さい★詳細は面談の上。
社会福祉法人東の会

相模原市中央区小町通2-2-14
（南橋本駅徒歩15分）

http://www.mitake-komachi.com/

時間／8：00～17：00
休日／土曜、日曜、祝日、年末年始（12/29～1/3）
資格／栄養士、管理栄養士又は調理師
待遇／社会保険完備、交通費支給（上限有）、
　　　賞与年2回、昇給有

保育園の調理・食育・給食の発注など
下記参照　作業員

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
［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

★現場は相模原市内がメインです

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

勤務地…〈置場〉南区磯部

日給／10,000円～12,000円

日給／13,000円～

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

未経験者OK

正社員募集

同乗研修で未経験でも
しっかりサポートします!

給与／固定給制230,000円～250,000円＋能力給
資格／要普免　時間／8：00～18：00
休日／土曜、日曜、夏季、年末年始
待遇／賞与年2回、昇給有、交通費支給、
　　　社保完、家族・住宅手当、退職金制度

下記参照　社員

042-712-3150本社／相模原市中央区中央1-13-1

［応募］電話連絡の上、履歴書持参でご来社下さい。面接場所：上溝営業所（担当／採用係）

ラクサニー株式会社
ダイドードリンコ㈱製品の卸販売業務

●問い合せ先（月～金9：00～18：00）

【勤務地】
上溝営業所

相模原市中央区上溝2380-1
（R129沿、上溝南中そば）

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

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）

【勤務地】お住まいの県内・近隣エリア

明るく積極的な方大歓迎!! 研修制度があるから安心♪

★未経験者OK ★PC・タブレット等使える方歓迎

【勤務地】お住まいの県内・近隣エリアの商業施設

［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）

本社/東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー4F
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

042-772-8845㈲アキヤマ食品

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。1／27（日）より受付。

相模原市緑区橋本台2-5-23
■運送業 関自貨2第1734号

橋本台　社員

日給／13,000円～
　　　※残業代別途支給
時間／（日、火、木）15：30～翌2：00
　　　（月 、水 ）15：30～翌3：30
休日／金曜、土曜、GW、夏季、冬季、
　　　他当社カレンダーに依る

日給／13,500円～
　　　※残業代別途支給
時間／（日、火、木）8：00～19：00
　　　（月、水、金）9：00～19：00
休日／土曜、GW、夏季、冬季、
　　　他当社カレンダーに依る

男女問わず大歓迎♪
勤務開始日相談出来ます。

4tドライバー募集

待遇／賞与（業績に依る）、社保完、各種手当有、有給休暇有、
　　　交通費規定支給、制服貸与

＜カゴ積み降ろし＞ ＜4t、パレ積み、一部カゴ車＞

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・当麻　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／有給休暇有、雇用保険、制服貸与、
　　　交通費支給(会社規定による)、
　　　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）

相模原市南区当麻870-4

スリーエム ジャパン㈱内
第2工場

学校行事、扶養範囲内、
入社日等対応します

［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。担当／高橋

042-773-7444
相模原市中央区下九沢68-1（JR相模線「南橋本」駅徒歩約13分）

ビック家具アウトレット
家具専門店

下九沢　社員・パート・アルバイト

下九沢郵便局前

幸楽苑
ケーズデンキ
OKストア

至橋本至八王子

至海老名至厚木

南橋本3丁目

当社

J
R
相
模
線

至
大
島

[正]給与／20万円～
[ア]日給／8,000円

時間／9：30～18：30　休日／週休2日　待遇／社会保険完備、昇給年1回、交通費支給、車通勤可

[正]給与／18万円～
[ア]時給／983円～

給与／20万円～

【正社員・パート】 【正社員】
電話応対・PCでの簡単な入力作業 店頭での家具販売・接客業務

パートは
週3日～
応相談

http://www.bickagu.com/

※要普免（AT不可）
※試用期間有（1～3ヶ月）

ノルマ
なし!

家具の配送

同時募集
事務スタッフ 家具の販売スタッフ

【正社員・アルバイト】

[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　

上溝　請負・社員

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

●２t・４tドライバーさん

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350,000円

入社祝い金有 ●請負木工さん

給与／250,000円以上可

車通勤可
※研修期間有

待遇／社保完

下記参照　業務委託

[応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参でお気軽にご来社下さい。
詳細はお電話下さい。

ドライバー募集

月商／30万円～80万円
《支払い▶月末締・翌月20日払》

■軽貨物ドライバー

【勤務地】
本社（厚木）・相模原営業所

軽貨物スポット便・チャーター便
個人事業主、これから始めたい方歓迎

042-777-0281

■創業31年・軽車両80台所有

相模原市中央区上溝123-1-2F

詳細は、お気軽にお問い合わせ下さい!!

株式会社 かなめ流通サービス
HP▶http://www.kanameryutsu.com

046-246-0281
厚木市山際162-1

幌車・箱車・冷凍・冷蔵

大歓迎

社用車リース制度
（幌車・冷車）

相模原　常勤・非常勤

月給／25万円～38万円
　　　（病棟のみ夜勤4回含む）
資格／要看護師
時間／8：45～17：15、16：45～翌9：15
休日／週休2日、シフト制（年間休日123日）
待遇／昇給、賞与年2回、社会保険完備、
　　　交通費全額支給、車通勤可

● 常勤　月給／17万円～22万円
● 非常勤　時給／1,100円

相模原市中央区相模原4-11-4
（JR相模原駅より徒歩8分）

医療法人社団 仁和会

■病院 救急告示・一般病棟60床・療養病棟24床、診療科目：内・外・整形・脳外・乳外・循環器・リハ

看護補助
【同時募集】

さがみ仁和会病院
042-753-3826

[応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)ご持参下さい。1/28(月)より受付。
　　　詳細はこちらからもご覧下さい▶http://www.jinwakai.com/

詳細はお気軽にお問合せ下さい。

● 外来
● 病棟
● 内視鏡
● 手術

看護師募集
事業拡張の為

大島　社員・アルバイト

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

相模原市内
当社施工多数!!
ヤリガイ、充実感を
得られるお仕事です

“若い力”
育てます

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
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

●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。

パート

■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

矢部　パート

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、昇給有◎試用期間有

★営業はありません

◎車通勤可 ｝※選択可
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

20代～40代
の方活躍中

在宅でお仕事したい方もお気軽にお電話下さい



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）
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

※見習い期間有

■生コンクリート圧送機材製造・販売

〈東京営業所〉 042-760-6090
㈱シバシン商会 相模原市中央区田名8252-1

田名　社員

http://www.shibasin.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。担当／佐藤・横尾

給与／23万円～25万円以上※経験等考慮の上優遇
年令／40才未満(省令3号のイ適用)　時間／8：30～17：30
休日／隔週土曜、日曜、祝日、夏季、年末年始
待遇／昇給年1回、賞与年2回、社会保険完備、交通費全額支給、
　　　作業着貸与、退職金制度、マイカー通勤可

男性活躍中!!

配送及び入出荷等の業務

※要普免

やる気のあ
る方、

　　　　
　　　　

　　　必
ず高く評

価します
!!

正社員募集
2t車及び3t車

横山台

［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

時給／1,000円～
　　　　※研修3ヶ月983円
資格／資格・経験不問※要普通免許
時間／8：15～17：15
　　　9：15～18：15

勤務／月～金のシフト制★日・祝除く

待遇／交通費規定内支給

相模原市中央区横山台1-43-17

■半日型デイサービス

042-786-0265

機械を使用しない入浴介助です

湯～ボックス

週2日位～
応相談

南台

［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

時給／[児童指導員]1,200円～
　　　　　※試用期間有1,100円
時給／　　[保育士]1,300円～
　　　　　※試用期間有1,200円
資格／要普免（AT可）
時間／[平日]10：30～18：30
　　　（13：00～18：30も可）
　　　[土曜]8：30～17：00
勤務／シフト制（時間・曜日応相談）
　　　★交通費規定内支給

相模原市南区南台5-21-17セレス南台101

■放課後デイサービス

042-711-6165

ドリームボックス南台

麻溝台　社員

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

大型・4t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

4t大型
全車カゴ車・パワーゲート付!

荷下ろしも問題ナシ!!

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？

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

●アルゴン ●ベンダー ●溶接工（CO2）

●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!!

仕事内容など
詳細分かります

70歳未満
（70歳定年の為）

042-700-0277相模原市中央区下九沢980
(ヤオコーそば・南橋本駅徒歩15分)

社会福祉法人東の会

デイサービスセンター みたけ
http://www.mitake-h.com/

（担当／宮川）

下九沢　パート

時給／1,055円（諸手当込、交通費別）
時間／8：00～10：00、16：30～18：00の3.5h

勤務／(シフト例)週4日勤務　

待遇／マイカー通勤可能

安定して長く働ける社会福祉法人の運営です!
デイサービス運転職員大募集

［応募］電話連絡の上、履歴書持参下さい。1/28（月）より受付。

【デイサービス運転職員】

★詳細は面談にて

大型・中型限定解除免許の方は優遇♪

※曜日は応相談　

給与／完全出来高制

下記参照　委託

● [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 ●

相模原市中央区千代田1-1-18MAX橘ビル2F
■宅配便・商業便・チャーター便・DM等
軽貨物
運　送 042-704-0846㈲相模ライン

軽貨物ドライバー

※詳細はお問い合わせ下さい。【配達エリア】相模原市・大和市・座間市

（月収例／10万円～40万円）

※要普通免許

商業便の配送

若干名

米沢牛メンチカツ添え(ライス付)

米沢牛ホルモンぽん酢
米沢牛入りソーセージ

など

RP1/27

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

地元集客No.1

地元信頼度No.1

マルチ職人No.1

本格派工事店No.1

紹介・リピーター率No.1

新集客法で工事1年以上待ちで安定 No.1

No.1

No.1

No.1

No.1

No.1

No.1

★弊社以上の究極工事店は存在しません!

★本物になりたいなら弊社しかありません!

★将来、医者・弁護士より稼げる経営者に育てます!

★マルチ職人と本物の自社施工で稼げる男にします!

★訪問販売専門店や丸投げリフォーム専門店と違い

　完全自社施工です!

柿澤塗装店

（詳細はwebをご覧ください）

“本物”の工事店だから選ばれ続けています!!

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 042-750-1800

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 人間関係の良い職場で働きたい方

時給／1,050円～
【参考】時給／1,250円～（売上手当等込）

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㈱

田名　社員

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。

［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

普免・旧普免・中型免許OK異業種からの転職も大歓迎

週休2日!
土・日休み!

男女共に活躍できる職場です

増車につき若干名募集!!

下記参照　常勤・非常勤

[応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)ご持参下さい。1/28(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

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)

相模原市
中央区矢部2-1-7(JR矢部駅より徒歩7分）

勤務地／
　ひびき

月給／280,000円～
時間／運行により異なります

■2tフリー便

［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

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

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

●要フォーク免許
月給／320,000円～
時間／6:00～18：00

■大型ドライバー

月給／312,000円～
時間／  5：30～18：30、
　　　24：00～11：30

■4tドライバー 定期ルート便

田名塩田　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

〒252-0245
相模原市中央区田名塩田3-14-36

医療法人 042-778-3080㈹

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参またはご郵送下さい。

内科〈136床〉

病院(約20分)駅 市役所 上溝
JR相模原駅より
当院バスにて
送迎致します

田名塩田　職員
無資格・未経験でもOK!!
まずは職場見学から
お気軽に♪

看護助手

給与／190,000円～
　　　※週1回程度夜勤有（夜勤手当含）
時間／9：00～17：00
休日／4週6休、祝日、夏季、年末年始
待遇／昇給年1回、賞与年2回、
　　　各種社会保険完備、車通勤可

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

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

無料体験入学

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

■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
＊＊＊＊体験入学、資料請求

★月1回程度
調理実習講

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。

2月2日（土）
太巻きずし、厚焼き卵、

茶碗蒸し

2月9日（土）
シャリアピンステーキ、

サラダ
電話

リ

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

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

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）

交通誘導・イベント等

昇給あります!

入社祝金７万円！

日勤

夜勤

資格保持者
手当有

寮希望の方
応相談

社員登用
制度有

［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

下記参照　パート・アルバイト

日給／8,000円～17,000円
時間／8：00～17：00(終了次第)

倉庫内作業のお仕事もあります!! 

日払い相談可 長期・短期も可

週1日～OK WワークOK

片付け・簡単な
引越し等作業員募集

まだまだ

増員!!

詳細はお問い合わせ下さい。

■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

矢部　社員

◎試用期間有

★営業はありません

◎車通勤可

あなたのスキル活かせます!!

在宅でお仕事したい方もお気軽にお電話下さい

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

20代～40代
の方活躍中

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

月収で

25万円以上可

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。

時給／1,100円以上 ※試用期間有
時間／8：30～16：30（時間応相談）

休日／土、日、祝、夏季、年末年始、GW

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
50代、60代の方も
活躍出来ます♪

ワード・エクセル
出来る方

麻溝台　パート・アルバイト

田名　社員

月給／週休2日（土・日）…30万円～
　　　隔週休2日………34万円～
時間／コースにより異なります。ご希望お聞かせ下さい。
資格／大型免許、フォークリフト免許、
休日／週休2日制（土曜・日曜）又は隔週休2日制
待遇／社保完、制服貸与、賞与年2回、寮完備（ベッド付）車通勤可※他当社規定による
［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

10tドライバー

■運送業〈設立35年の安定企業〉

相模原市中央区田名10138-3

㈱武蔵急便 相模原営業所
042-760-0777

http://www.634exp.com/

経験者優遇

続々と新車を
投入しています!

【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

[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

麻溝台　社員
真剣に仕事をお探しの方お気軽にお電話下さい!!

給与／ 25万円～30万円以上 中型免許資格取得支援制度有
4t平ドライバー募集

年令不問

給与／ 35万円～40万円以上

男女不問

厚木市上依知1333-1

046-245-3006 046-245-3036アロハ トレーディング親切・安心

軽自動車…

5,000円～
普通車……

10,000円～

厚木市上依知　CM

当社なら、
他社で買取価格ゼロでも

買取りできます!!

車の買取実績多数!!

不用な車 買取ります!!

ディーラーに

持っていく前に

一度ご相談

下さい！
（ポンコツ車　OK!!)

男女スタッフ募集

月給／20万円（見習い期間）＋報奨金＋諸手当
　　　（例…Aさん 月収／35万円以上）
資格／要普免
時間／9：00～18：00 ★相談可
休日／完全週休2日制、夏季、GW、年末年始

簡単な仕事なので
頑張ってます!

相模原市中央区東淵野辺5-15-15
マイファーム201

ハウスメンテ

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

042-750-5472
http://house-mente.com/

ハウスメンテ

東淵野辺　

60代の方

も活躍中!!

未経験者OK♪

若い方も年配の方も活躍できます!!
新しい職場で再出発しませんか？

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。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

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 利利利利利利利利利用利用利用利用利用利利用利利利利用者者さんや地域の方とのとのののののの
交流も大切にする施設です。

か

お気お気おおおおおおおおおおおおおおお 軽にご相談くだささいいい。い。い。い。。い。い。い。い。い。い。い。い。い。い。い。い。い。


