
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

時給／983円～
時間／9：00～16：00（1h昼食休み有）
勤務／週4日程度（火～金）※応相談
待遇／交通費規定内支給、車通勤可、
　　　制服貸与、研修期間有、髪型自由

津久井本店での米菓製造・販売

扶養範
囲内OK

〈受付時間〉16：00～19：00
〈 定 休 日 〉月曜

相模原市緑区
太井121

042-784-4556
㈲津久井せんべい本舗

■第23回全国菓子大博覧会 内閣総理大臣賞受賞

[応募]電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参で
　　　お越し下さい

太井　パート

国籍は問いません!! 日常会話が出来る方なら大丈夫!!

40代～50代女性活躍中! 

●せんべい
好きな方歓

迎

●作り方
覚えられ

ます

下記参照　アルバイト・パート・業務委託

時給／983円～、(16：00～20：00)1,000円～
         土、日、祝1,200円～　時間／9：00～20：00
資格／美容師免許、まつ毛エクステンション、エステサロン経験3年以上
待遇／雇用保険、交通費支給、マイカー通勤OK、残業手当、制服貸与

相模原市中央区横山4-21-3後藤荘101

Pualani
Rilax&Eyelash salon

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

042-851-4505

※試用期間3ヶ月+歩合（条件有）

※詳細は
お電話か面接まで

給与／

完全歩合

1日3h～
OK

週2日～
OK

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

042-772-8845㈲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。2／3（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＞

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）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4t
例）平均34.5万円
月収／30万円＋諸手当有大型

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

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

□会社見学OK!!

□入社日応相談

仕事が出来る

カッコイイ！ドライバ
ーを

当社で目指してみま
せんか？

安心充実

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

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!!

相模原市中央区由野台1-3-12（共和小学校前） 042-754-0260

■各種建造物解体業 （社）全国解体工事業団体連合会員（社）神奈川県建物解体業協会員
（社）日本火薬学会員（公財）総合安全工学研究所
（社）神奈川県火薬類保安協会員（社）神奈川県産業廃棄物協会員

http://www.sagami-kogyo.co.jp/
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小学校

至横浜

当社

[応募]2/4（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／伊藤

■ 正社員

建物解体工事の営業のお仕事です。

■ 営業・営業補助

■ 解体作業員

40年近く地元に根差して事業を展開している弊社

では、社員1人1人の生活基盤を安定させて安心して

仕事に取り組める環境づくりに努めています。また、

社員教育にも力を入れており資格取得講習（会社負

担）や現場での実務研修などにより技術を手につけ

てもらい、社員の一員として必要とされる人材に育

て、会社と個人が共に力強く歩んで行けるパートナ

ーとして時代を切り拓いていきたいと考えます。

資格／高卒以上、要普免　時間／8：00～17：00
休日／隔週土、日、祝、夏季、年末年始、GW
待遇／昇給年1回、賞与年2回、社保完、退職金制度有、車通勤可、交通費支給

各種免許等の取得制度有

建物の解体作業のお仕事。
安定した収入で永く勤められます。

★経験者優遇

皆勤手当15,000円  家族手当10,000円
住宅手当30,000円 営業手当20,000円

※一律
手当含む

給与／24万円～42万円

給与／24万円～42万円※一律手当含む
年令／59才以下（省令1号）

由野台　社員

1つ１つの経験が
あなたの成長へ繋がる!!
私達の仲間に
なりませんか？

相模原　社員・パート・アルバイト

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

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

女性スタッフ

活躍中

正社員・アルバイト

入社日
応相談

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

【正社員】※要普免

未経験OK! 仕事内容は難しくありません!!
大切な事は、あなたのヤル気だけです!!

マンション共用部の定期清掃です仕事は安定していて、安定した職を
探している方にはピッタリのお仕事です。未経験からのスタート応援します。

仕事内容

日給／8,000円以上
時間／9：00～17：00

【アルバイト】時給／1,200円～
時間／7：30～9：00
勤務日／月曜、水曜、金曜

空いた時間を
有効に活用しませんか？

清掃アルバイト

副業OK!!

★基本は現場直行直帰

★基本は現場直行直帰
週3日勤務～シフト勤務OK

あなたの“夢”叶えませんか？

会社を設立したい

あなた！

当社がノウハウを

お教えします。

独立開業者

同時募集

相模原市緑区下九沢2126-1（「相模原金属工業団地」近く）

042-772-0251

アサヌマコーポレーション㈱
相模原第二工場

[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 ※詳細は面談にて
■化粧品製造・充填・梱包・検査

担当／採用係

●入社日応相談
●制服貸与
●交通費支給

下九沢　パート

● 化粧品のラインスタッフ ●

仕事内容／化粧品容器を生産機械にセットしたり、
ベルトのスピードに合わせてのキャップ締め、
製品の外観検査といった流れ作業です。

※日本語読み書き出来る方

●時給／1,050円 ★社会保険有 ※残業1h…1,313円
●月収例／21万5790円（実働8H×21日＋残業30Hの場合）
●時間／8：30～17：30

●休日／日曜、祝日、土曜（月1～2回の出勤あり）、GW、夏季、年末年始

女性活躍
中

未経験可
!時給UP

しました
!!

湯楽の里

セブンイレブン六地蔵

至二本松

至横浜

橋本
五差路

西橋本1工業団地入口

北清掃
工場前

北清掃
工場入口

北の丘
センター前
北総合
体育館

南橋本3

上中ノ原

NEC

至
城
山

相模原第ニ工場

橋本
自動車学校

しっかり働きたい方歓迎

フルタイム

掲載後も随時募集中!!

橋本台　パート・社員

給与／【18才～月収例】

    175,000円～残業代プラス
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／990円～
時間／8：30～17：00、9：00～16：00

時給／990円～
時間／応相談

ものづくりが好きな方。未経験も可

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

完全週休
2日制 社会保険完備　　　人間ドック実施！！

ゴルフ
倶楽部有

定年退職者

活躍中!!

正社員＜中途採用の方歓迎＞ パート募集

汎用旋盤・フライス盤

製造スタッフ1名 軽作業

学校行事
など対応
します

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）

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。2/4（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　

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

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）

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

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

時間／8：00～17：00

日給／  8,500円～
　 10,500円

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

警備スタッフ募集!!
交通誘導・イベント等

分かりやすい研修!!（研修中は昼食付）

（研修手当含）

週3日～OK!

時間／20：00～翌5：00

日給／  9,500円～
     12,000円

60代～70代活躍中!!

【勤務地】相模原市内・他 入社祝金７万円！
資格保持者手当有
社員登用制度有
寮希望の方応相談

昇給あります!

早く終わっても日給保証!!

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。2/4（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

休日／月4～6日（日曜含）、GW、夏季、冬季 ※相談OK
待遇／賞与年2回、昇給随時、交通費規定内支給、作業着貸与、資格支援、
　　　各種手当有（家族手当15,000円～、休日出勤手当）、
　　　車・バイク通勤OK（ガソリン代支給）

管理補佐業務 月給／216,000円＋歩合給

月給／260,000円～450,000円
　　　※研修期間3ヶ月程度（月給／208,000円～）

〈未経験者〉日給／10,000円～18,000円
時間／8：00～17：00(現場により異なる)

※各種手当含む

緑が丘　職人・見習い

［応募］電話連絡の上、ご来社下さい。

相模原市中央区緑が丘2-41-1
㈱ IMARISE 042-851-4586

090-3201-8548

■空調設備工事業

若い人の“元気”
年配の方の“経験・知識”
当社はどちらも大切にする会社です

週払い
相談OK!

未経験OK!

職人・職人見習い

資格取得
サポート
します

経験者は

高給優遇致します

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

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



■カイロプラクティック整体・生活総合指導 相模原市中央区千代田2-2-15-601
担当
安藤090-2534-9450

学歴・年令・性別不問!

後援／日本カイロプラクティック連合会
この紙面とタオルを
ご持参下さい。

〈会場〉相模原市民会館

無料体験説明会

2月16日（土）
2月17日（日）

第1回目／10：30～
第2回目／14：00～

2月24日（日）

技術者養成
勉強会1日セミナー

（受講費がかかります）
9：30～17：00

下記参照　CM

★お電話にて上記のいずれかの日時をご予約下さい。
★繋がらない場合は042-712-6623へお電話下さい。

学校に通わず短期で資格取得可能!
主婦の副業や転職、独立、
　定年退職後に副業、開業を志す方!

2t配送ドライバー

下記参照

[応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参でご来社下さい。2/4(月)より受付。担当／大山

株式会社 清 栄
相模原市中央区中央5ー7ー1
（ヨコカンC＆C食品駐車場前）

042-776-6076

※試用期間中は日給／11,000円～
★週5日勤務で

月収28万円
以上も可時間／【月～土】8：00～17：00

　　　【日】14：00～21：00
　　　※勤務内容により
　　　　多少変更有

★週1日～OK ★WワークOK

日給／12,000円～13,000円
　　　★能力により考慮します。

安定して
働けます!!

休憩1h有

日払い制度

「ほぼ日払い君」
導入

30代～60代活躍中!!

社保完備 未経験者OK 車通勤可

〒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

[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

給与／ 25万円～30万円以上2t平ドライバー募集

【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

麻溝台　社員

■中型免許資格取得支援制度有

4t平ドライバー募集 給与／ 35万円～40万円以上

真剣に仕事をお探しの方
お気軽にお電話下さい!!

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

※試用期間有

上溝　社員

［応募］電話連絡の上、履歴書持参でご来社ください。
■運送業

【本社営業所】相模原市中央区上溝895 042-778-2671

至橋本

至座間

ダイエー

上溝南
高校

交
番

上溝南小

バ
イ
パ
ス

Ｇ
Ｓ

上
溝

番
田

当社

積極
採用中!!

男女問わず大歓迎!!
長期で安定して働けます

パワーゲート付カゴ車配送、カゴ積み降ろし

4t・6t 配送ドライバー募集!!

資格／大型・中型免許
時間／コースによる
休日／金曜、土曜、夏季、年末年始
待遇／賞与、社保完、制服貸与、有給休暇

月給／320,000円～
月給／340,000円～

〈4t〉
〈6t〉

完全週休2日制　金・土休みでプライベートも充実!

長 期 安 定　永年勤続者多数在籍中! 働きやすい!

社会保険完備　安心して働けます!

20代～50代元気に活躍中

急募!!

REAL株式会社 0120-514-830
070-3130-8146

［受付9：00～18：00］相模原市中央区相模原2-13-3-2F
JR相模原駅より徒歩5分

[応募]電話連絡の上、身分証お持ち下さい。[面接]月～土（担当/採用係）
■一般労働者派遣（般）14-301117　■有料職業紹介 14-ユ-300979

まずはお気軽にお電話下さい

下記参照　派遣・アルバイト

★車・バイク通勤可 

日給／9,000円～21,000円
　　※現場迄の交通費は一切かかりません
時間／8：00～17：00
休日／日曜、他応相談
待遇／研修制度有

時給／1,000円以上
時間／8：30～17：00
休日／木曜、日曜
待遇／交通費規定内支給、社保完

現場作業員大募集タオル・シーツ等の仕上げ作業

シニアの方も
　活躍中

全額現金
当日払い!!

他にも色々 な
作業
あります!

面接即日対応・
即日勤務も可!!

週2～3日・
WワークOK!!

ツ等の仕上げ作業

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!!

時間外もきっちり保証!!4t【チルド車】
大手スーパー配送

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～
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）

●車通勤可

カート積み降ろしなので女性も活躍中!!
手積みナシ!!

入社祝金10万円支給

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

［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

週2日以上勤務出来る方

メールの操作出来る方

土・日・祝出勤可能な方大歓迎

　早朝週何回かあり（6：00～）

日給／8,000円～
　　　※実働7h

　通常（8：00～）

日給／7,000円～

日払い相談可片付け・簡単な引越し等
倉庫
作業員

増員中!!

時給／983円～＋時間外手当別途有
時間／13：00～19：00位まで働ける方

定年退職した方もOK!!

詳細は
お気軽にお電話
ください

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／34万円～
時間／17：30～・23：30～

日給／8,500円～
時間／14：00～21：00～

時給／1,200円
時間／8：00～17：00～
休日／日曜、祝日

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】

正社員

アルバイト

フォークリフト
オペレーター

他にも週1日～の
4tアルバイトも
同時募集!

4tドライバー
募集! （リーチ式）＜1名＞

＜限定1名!＞

休日応相談

現在女性活躍中!

相模原市中央区並木4-1-13

詳しくはお電話下さい。

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〈正社員・パート〉募集!!

時給／1,000円
　　　（交通費1日300円）
勤務／週2、3日

給与／20万円　 資格／介護福祉士
勤務／月曜～金曜
時間／8：00～17：00or9：00～18：00
待遇／社保完、交通費支給、等

並木　正社員・パート

〈パート〉 ◎介護スタッフ ◎送迎スタッフ〈正社員〉

無資格
でもOK

●時間応相談

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

まだまだ
増員!!

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。 

日給／8,000円　時間／8：00～17：00(終了次第)
詳細はお気軽にお電話ください

長期・短期
も可 片付け・簡単な引越し等

作業員募集 週1日～
OK

50代～60代活躍中

日払い
相談可

無ろ過生ワイン

500円　 

　250円

1,800円

900円

生ビール

キ
　
リ
　
ト
　
リ

【有効期限】 2019年2月15日迄 RP2/3

切り抜いてお持ちください

シフォンケーキまたは
ブリュレサービス!

●厚木店のみ使用可

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

046-245-1341
【営業時間】11時～22時（L.O21時半）
〈厚木店〉 厚木市山際554-1

P50台

※価格は全て税抜

50周年記念
感謝イベント

1,900円
　 　1,600円

米沢牛入りソーセージ

米沢牛スモーク

900円　 450円
米沢牛ホルモンぽん酢

スープ・ドリンク・おもちゃ付

ライス
おかわり
無料!!

800円　 400円

米沢牛お
つまみ各種50%引き 

ビーフシ
チュー 米沢牛メンチカツ添え（ライス付）

 

アルコー
ルも全品50%引き 

コチラの紙面を持参でコチラの紙面を持参で

新メニュー

お子様セット 

小学生
までOK

バレンタインツリー＆オルゴールコンサート

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］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】

橋本台　社員

月給／185,000円～※経験など考慮
時間／8：00～17：00　
休日／土曜、日曜、祝日、GW、夏季、年末年始
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、各種手当有

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。

事務員さん募集 子育てが落ち着いた方大歓迎!! 経理経験者優遇

090-6316-6859

残業ほぼ無し

［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。

近隣の方、自転車
通勤の方歓迎

PC出来る方

㈲明晃精機■精密機械
　部品加工

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］2/4(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

未経験者OK 再入社も可

勤務日数
応相談

60才、70才の方多数活躍中!!

※委細面談

男女交通誘導
スタッフ

●経験者に限り夜勤のみも可 ●直行直帰OK ●週1日～OK ●交通費規定内支給

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

★営業はありません

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

｝※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

在宅でお仕事したい方もお気軽にお電話下さい

矢部　社員・パート

正社員

◎試用期間有
◎車通勤可

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

20代～40代

の方活躍中

下記参照　委託

■広告代理業

〈本社〉〒252-0303
相模原市南区相模大野1-13-22

㈲イズム・トゥエンティワン
042-810-7521

給与／完全出来高制（月払い）
月収／30,000円～70,000円位
時間／週3～5日(相談の上決定)

[応募]受付随時〈月曜～土曜9：00～18：00〉

自宅周辺の安定した配布

広範囲に移動してガッチリ配布

厳しいノルマ等はありません

主婦（夫）の方
大歓迎!

中高齢者
大歓迎!

定年退職者
大歓迎!

※配布物はご自宅までお持ち致します。

配布スタッフ大募集!!

【仕事内容】集合住宅専門のポスト投函作業

40才以上の方
が

活躍中!!

長期できる方歓
迎!

★★
★
★

★★
★

★★
★
★

★★
★

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

相模原市中央区千代田
3-14-5シンソウビル1F

■総合建設業 神奈川県知事許可（般-22）第70358号

㈲神相 070-4810-9234

［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

時間／8：00～17：00（休憩90分）※残業ほぼ無し
休日／土曜（月2回程度）、日曜、祝日、夏季、年末年始、GW  待遇／昇給・賞与有、各種保険有

給与／40万円～
※1級・2級土木施工管理者

※未経験の方は多少異なります。

■施工管理責任者

★資格取得全額支援有
【経験者】日給／13,000円以上も可能
■土木作業員

現場は相模原市内・
町田市内がメイン!!

下記参照　社員・作業員

40代～60代の方でもやる気があれば大丈夫!!

経験・能力により優遇!!
決定させて頂きます。

042-773-2613
丸鹿運輸㈱

相模原市中央区
南橋本4-4-19

[応募]お気軽にお電話下さい。担当／吉村

ツルハドラッグ

南橋本3
東プレ

至橋本五差路

下九沢局
さがみリハビリ
テーション病院

昭
和
電
線

下の原

南
橋
本
駅

〒 当社

◉時間・その他詳細は
　面談にて

2tドライバー募集

4tドライバー募集

〈地場〉長距離なし神奈川県内の配送です

〈雑貨等の配送〉

月給／30万円～※経験による

南橋本　社員

●車通勤可

退職者が出る為

久しぶりの
募集です。

普通免許だけで

すぐ働けます♪

時間／5：00～14：00（多少変動有）
休日／日曜、祝日、その他当社カレンダーによる
待遇／福利厚生、社保完、制服貸与、他手当有

月給／25万円～（残業代別途支給）

※要中型免許（限定中型免許）

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!!)


