
葉山島　パート・アルバイト

時給／1,000円～
時間／7：30～12：00の間で3h～勤務出来る方
休日／月曜
待遇／交通費規定内支給、車通勤可

相模原市緑区葉山島37
町田乗馬センター

火曜～日曜の間で
週2日～OK

清掃全般
クラブハウス・馬小屋含む

［応募］3/10（日）より受付。電話連絡の上、
　　　履歴書（写真貼付）持参下さい。〈定休日〉月曜

042-782-0262
http://www.machida-rc.com/

給与／20万円～
年令／45才迄（省令3号のイ適用）
時間／1:00～20：00（実働8h）
休日／週休制 ◎賞与年

2回有

＜配達・集金区域管理＞

※休日・時間等詳細は面談の上で

相模原市中央区矢部4-4-9

YC渕野辺北部
[応募]電話連絡の上、履歴書(写貼)持参下さい。3/11(月)9：00より受付致します。

042-756-3763

矢部　パート・アルバイト　正社員・パート・アルバイト

質問・疑問等お気軽にご連絡下さい

給与／3万円～5万円
給与／5万円～12万円位
※配布部数により異なります
時間／1:00～
　　　＊1日3時間位

月末～月初の
10日間程度

要原付免許

未経験大歓迎♪男女不問

時間帯は自由!!
家庭と両立
出来ます♪

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 

田名　社員・アルバイト・パート

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

■プラスチックの金型設計・製作・射出成形 相模原市中央区田名4084-4

㈱M・K・G 042-763-3770
http://www.m-k-g.co.jp/pc/

月給／20万円～40万円

時給／983円～

品質管理業務

待遇／社保完、交通費支給、車通勤可、作業服貸与
時間／9：00～18：00　休日／隔週土曜、日曜、GW、夏季、年末年始

検査・測定・PC操作など

★社員登用制度有!!

未経験OK

正社員

アルバイト・パート

★経験により優遇

（プラスチック）

時間・曜日応相談※測定メイン

●金型同時募集 ! !●

相模原市中央区東淵野辺4-25-3

たけのうち保育園 042-730-6336（尾野）

時給／1,000円
時間／15：30～18：30 

給与／166,000円～（給与規定に依る）
時間／①9：00～17：30、②8：00～16：30、
　　　③9：30～18：00

保育士（非常勤職員）

保育士（パート職員）

社会福祉法人たけのうち福祉会

［応募］3/11（月）より受付。電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参下さい。

東淵野辺　正職員・パート

※シフト制勤務

週3から
勤務OK

※土曜シフト有

【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

http://abeunyu.com

麻溝台　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。※詳細は面談にて

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

★勤務コース
　色々あります

★男女不問

この仕事なら
安定収入間違いナシ!!

50代～60代の方も活躍出来ます!!

中型免許資格
取得支援制度有

地場・中距離・
長距離選択OK!!

給与／ 25万円～30万円以上
2t平ドライバー募集

4t平ドライバー募集
給与／ 35万円～40万円以上

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／応相談

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

◎社会保険完備
◎人間ドック実施!!

ゴルフ
倶楽部有

完全週休2日制

中途採用の方歓迎!!

製造スタッフ〈1名〉正社員
汎用旋盤・フライス盤

ものづくりが好きな方。
未経験も可

定年退職者
活躍中!!

田名　社員・パート

■社会福祉法人 愛泉会

リバーサイド田名ホーム 042-778-2882〒252-0244 相模原市中央区田名8512-1

http://aisenkai-riverside.jp/

（担当／村松）

①常勤介護職員 ②非常勤介護職員※資格のない方には働きながらの
　資格取得を援助します。

平成31年5月1日オープン

入居者満床間近につき

給与／234,200円～274,000円 時給／983円～
時間／9：00～17：00　週3日～  日時応相談

③清掃スタッフ
時給／983円 時間／9：00～15：00

勤務日／月曜～金曜  週3日～

時間／①  7：00～16：00　②  9：00～18：00
　　　③10：00～19：00　④16：30～翌10：00（シフト制）
休日／年間休日109日（年1回、9日間の連続休暇あり）
待遇／社保完、扶養手当、住宅手当、退職金制度、昇給年1回
　　　交通費支給、車通勤可（無料駐車場有）、制服・靴貸与

手当／介護福祉士8,000円／月
賞与／4.5ケ月（年2回）

（夜勤手当4回、処遇改善手当含む）

　社員・パート

※②③共通  車通勤可（無料駐車場有）、制服・靴貸与。年2回寸志あり

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。履歴書（写貼）持参でお越し下さい。

※経験により優遇

第2次 介護職員若干名募集

更に処遇改善手当：2,000円／月

（清流さがみ内清掃）

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

まだまだ増員中!! 一流
のドライバーを

当社で目指してみません
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

橋本　パート

午前中のお仕事です!
女性が多く

活躍しております。

勤務地／橋本駅徒歩2分
[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／6：30～10：00
勤務日／シフト制による勤務
待　遇／作業服貸与、交通費支給(定額)

清掃スタッフ募集

時間を有効に活用できるお仕事です。

WワークOK!!

女性用トイレ
清掃有

長期歓迎
〈社　　員〉月給／280,000円～（現場により手当有）
〈アルバイト〉日給／10,000円～15,000円 

相模原市南区松ヶ枝町7-17-101
（小田急相模原駅南口より徒歩8分）

■総合建設業 土木・解体

株式会社 司工業 042-747-0710

松ヶ枝町　社員・アルバイト
作業内容：主に住宅の解体や土木・外構工事、雑工、草刈りなど

現場作業スタッフ

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

■社員
■アルバイト

日払い

待遇充実!!

学歴不問

重機オペも
同時募集

時間／8：00～17：00（現場により変動有）
待遇／交通費支給、現場までの交通費全額支給、車通勤OK、昇給有

日払い可

梅の香がリニューアル!! ★未経験OK

042-776-7223
相模原市中央区千代田2ー3ー10

旬菜割烹

千代田　パート

時給／1,000円
時給／1,200円

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来店下さい。
休日／日曜、祝日、年末年始　待遇／昇給有、ユニフォーム貸与

ホール係店舗内清掃

★学生さんも大歓迎♪

洗い物全般

お料理のお運びさん

時給／1,100円洗い場

時間／18：00～3h程度

時間／午前中の2h
　　　★週3日程度

◎

◎

週2日程度年令不問

◎

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

下記参照　委託

①相模原郵便局内 ②座間郵便局内
★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!!慣れれば簡単!!

シニア世代・女性も
多数活躍中!!

※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!!

郵便小包の配達

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)

【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

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

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

病院見学

出来ます

20代～50代
の方幅広く
活躍中!

看護補助正看護師・准看護師（常勤）

上溝　社員

給与／37万円～43万円以上
資格／要大型一種免許

給与／32万円～35万円以上
資格／要中型免許

給与／37万円～41万円以上
資格／要中型免許　時間／13：00位～or20:00位～
休日／毎週日曜又は火曜、夏季・冬季休暇、他当社カレンダーによる（月20～23日出勤）

［応募］お気軽に電話連絡後、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。担当／採用係（9：00～18：00）
■運送業

【4t冷凍車】

【7t・10tユニック】

【3t・4tユニック】

相模原市中央区上溝201-1
（JR相模線「番田駅」より徒歩9分）

こう   とく     ゆ    そう

高篤輸送㈱ 042-777-6447

待遇／交通費規定支給、昇給有、賞与有（年2回）、作業服貸与、社会保険完備

時間／6：00位～
休日／日曜、夏季・冬季休暇他
資格／ユニックの資格要免許
　　　（小型移動式クレーン・玉掛け、
　　　免許無もOK!入社後会社
　　　負担にて取得可! ）

神奈川県内及び近郊

[関西方面]固定定期配送

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
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

【パート】ケアスタッフ

時給／1,000円～
資格／初任者研修（ヘルパー2級）以上、
　　　普通免許（AT可）
時間／8：00～18：00（の間で応相談）

休日／希望シフト制

ご利用者様の送迎も
お願いします

朝8：00～か夕方18：00までの送迎業務もできる方歓迎！

★ブランクある方も大歓迎!
★先輩スタッフがフォローします。
★見学希望者も大歓迎です

★土・日いずれか出来る方

待遇／交通費規定内支給、制服貸与、車・バイク・自転車通勤OK

【パート】送迎ドライバー
★要普通免許（AT限定可）

ご利用者様の送迎のお仕事。
運転する車はキャラバンです。
送迎時は介護職員も添乗します。

週2日～OK! 
午前・午後の空き時間は
帰宅もOK! 

片方のみの希望もOKです。

時給／983円
時間／8：00～9：20、
       16：20～17：50

★初任者研修等お持ちの方も大歓迎

地域▶相模原市中央区・南区近隣

担当／數（かず）、宮下

★扶養内対応可 ★社保加入制度有

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来店下さい。

時給／1,000円～
時間／[ランチ]10：30～15：00
　　 [ディナー]17：00～23：00
        ★昇給有　★食事補助有　★従業員優待有

下記参照　パート・アルバイト

相模原市中央区田名4321-1（まるやす第2ビル）

オープンまでは「寿限無」

042-713-1294
042-707-4830

田名店焼肉 本山

（営業時間内）

相模原市中央区
淵野辺3-12-18

042-768-7950
淵野辺店

福よし

短期（3ヶ月以内）OK 高校生OK

シフト自由・

自己申告

週1日～OK

週1日、3h～勤務出来る方

【パート・アルバイト】
土・日・祝
時給UP／1,050円～

最寄り駅
JR相模線上溝駅

福よし淵野辺店も同時募集!!

高校生も
同時給です!

｝の間で2・3h～OK

未経験者も
全力で
サポート
します!!

設備工事スタッフ
給水管維持管理工事、土木工事、
戸建住宅や学校・福祉施設等の設備工事

［応募］電話にて面接日をお知らせ致します。

相模原市緑区谷ケ原2-10-4
（谷ケ原浄水場そば）日本プラミング㈱

042-782-2057

■水道配管工事、設備工事など

（担当／採用係）

月給／25万円～
　　　〈施工管理技士〉42万円～
　　　〈配管技術者〉30万円～

【給与例】 前職はドライバー 
現在入社3年目社員の場合

月収／28万円可
（年収350万円以上可）

資格／要普通免許　　　  時間／8：00～17：00
休日／日曜、祝日、隔週土曜、夏季、冬季、他会社規定
待遇／賞与有、各種保険、資格取得支援、車通勤可
　　※試用期間3ヶ月

谷ケ原　社員

シニア世代の方も
活躍しています!!
まだまだ頑張れる
40代～60代の方
当社で働きませんか？

将来独立を
考えている
方もしっかり
応援します

年令は
問いません

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）

上溝　パート・アルバイト

時給／983円～
時間／[月～金]17：00～21：00
　　　[土・日 ] 9：00～21：00

相模原市中央区横山6-8-21
（JR相模線「上溝駅」徒歩5分）

バイトするなら、安心の本屋さんでしませんか？

［応募］3/10（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

★週3日～ ★1日3時間～
※日数・時間応相談

〈アルバイト〉

接客・販売スタッフ 未経験OK!

愛甲郡愛川町中津1051-1SSS引越センター ㈱スピードコーポレーション
046-265-0700http://www.sss707663.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。 

詳細はお気軽にお電話ください

引越し・片付け

日給／8,000円以上
　　　（平均日当／12,000円）
時間／8：00～17：00(終了次第)

3月はガッツリ稼げます!!

下記参照　パート・アルバイト

作 業 員 募 集
週1日～OK

日払い
相談可

Wワーク
歓迎!!



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
このシーズン皆様に
楽しんでもらえます

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。

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

新卒者から社会人まで10代
50代迄の方が一緒に学んで

昼間部・夜間

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。

前日の
17時まで受付。

無 料 体 験 入 学

3月17日（日）
にぎりずし、
吸物

3月26日（火）
牛フィレステーキ、

じゃがいものポタージュ

ホームケアセンター 笑 福

中央　パート

相模原市中央区千代田5-9-2

042-753-3578

待遇／昇給、賞与有（業績による）、有休、制服貸与、交通費規定内支給
休日／日、年末年始、他 ［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でお越し下さい。

時給／1,300円～
時間／9：15～16：15 
　　　

時給／1,020円～
時間／8：30～17：30 
　　　

※時給は経験、能力により相談Wワーク、お子様がいる方歓迎!!
デイサービス職員 パート看護師同時募集

週1日～、
1日3時間～
勤務OK

週1日～、
1日2時間～
勤務OK

●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。担当／採用係

下記参照　

トラックドライバー

派遣!!事業主OK!

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

時間／8：30～20:00(休憩有) 
休日／休日シフト制
待遇／制服貸与、車貸与

【2t】日給／11,000円～
【4t】日給／12,000円～
【大型】日給／13,000円～ 日給／8,000円～

時間／8：30～17：30

※詳細はお問合せ下さい

★交通費有
★2～3名の運行で簡単作業
★16才～（高校生不可）

　社員・パート

同時募集

★社保完★社員登用有★女性も活躍 ★研修有 ★初心者でも安
心

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／23：30～

月給／28.5万円～　
時間／4：00～

時給／1,200円　
時間／8：00～17：00 
休日／日曜、祝日

■ルート配送【カゴ積み・カゴ降ろし】■

◎正社員 ◎4t正社員 ◎フォークリフト
　オペレーター

4tドライバー募集!

（リーチ式）＜1名＞

現在女性活躍中!

他にも週1日～の4tアルバイトも同時募集!
仕事量は豊富なのでお気軽にご相談下さい

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。3/11(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

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

60代の方も元気に活躍中です
ひばり ひばり

ひばり

ひびき

矢部　パート・アルバイト

時給／ 1,100円～1,400円 ※研修期間有
時間／1日5h～6h位、週2日以上勤務出来る方
　　　 〈勤務例〉9：00～15：00、13：00～18：00
休日／土曜、日曜、夏季、年末年始、GW
待遇／昇給有、車通勤可

（PHP・JavaScript・Illustrator・Photshop使用出来れば尚可）

※在宅不可

●Wordpressでのweb制作が出来る方●

大学生アルバイト大歓迎!

学校帰りもアルバイト出来ます!

経験者
歓迎

総合広告代理店

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）と今までの作品を持参でご来社下さい。

042-771-3348相模原市緑区西橋本1-4-1

［応募］お気軽にお電話下さい。
★3/11(月)9：00より受付け致します。

㈱相武冷凍センター

時給／1,000円～
時間／8：30～要相談
勤務／週4日以上出来る方（日曜相談）
待遇／交通費規定内支給、作業着貸与、車通勤OK

未経験からでも出来るお仕事!!
質問などもお気軽にお問い合わせ下さい!

西橋本　アルバイト

冷凍庫の庫内作業

60代の方も
活躍中!!

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]3/11（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

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

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 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／25万円～42万円

給与／25万円～42万円※一律手当含む　　年令／59才以下（省令1号）

由野台　社員

各種免許等の取得制度有

仕事と家庭のバラ
ンスが

とれるお仕事です
!!

働くあなたを

強力にサポート!!

有給休暇消化
OK!!

残業
ほとんどナシ!!

“壊す”で社会貢献!!

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

（詳細はwebをご覧ください）

柿澤塗装店“本物”の工事店だから選ばれ続けています!!

・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

水郷田名・下九沢　社員

地元信頼度
No.1!!

地元集客
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

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

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 週3日～OK!

昇給あります!

警備スタッフ募集!!

【勤務地】
相模原市内・他

（研修手当含）

入社祝金７万円！

みなさんのご応募
お待ちしております

60代～70代活躍中!!

早く終わっても日給保証
!!

時間／8：00～17：00

日給／  8,500円～
　 10,500円
時間／20：00～翌5：00

日給／  9,500円～
     12,000円

交通誘導・
イベント等

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。
◉定年65才（雇用延長可）

　社員・パート
2t中型ドライバー［経験者歓迎］長距離・夜間なし

●週休2日

時間／1日6h～8h
（休憩75分）

時給／1,300円～
時間／8：00～16：30（休憩75分）※実働7.25h※多少残業有
休日／土曜、日曜、祝日、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

月給／24万円～29万円 ※月20日・平日のみの勤務
社員 アルバイト

●正社員登用有
日数・時間
等応相談

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

日勤介護職員
淵野辺　パート

★Wワーク
★扶養内 
★週1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代も活躍中です!!

時給／1,000円～
時間／9：00～18：00（相談出来ます）
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
も同時募集中

午前・午後
だけでも
OK!お気軽に

ご連絡ください。

★未経験も可

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

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

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

使っていない車、動かない車、車検切れの車

只今、お得
な

キャンペー
ン

開催中!!
車のこと

なら

何でも

ご相談下
さい!!

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

安心充実

麻溝台　社員

全車カゴ車
・

パワーゲート付!

荷下ろしも
問題ナシ!!

転職者

大歓迎!! 働きませんか?
当社で一緒に

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）

職場の雰囲気や作業内容など職場見学も出来ます!!

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!

仕事内容など
詳細分かります

橋本台　正社員

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 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

月給／186,000円～251,000円
　　　※別途各種手当有（残業・家族） 詳細は

面談にて

経験者優遇マシニングセンター NC旋盤

要普免

正社員募集
!!

試用期間有
冷暖房完備

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

キ
　
リ
　
ト
　
リ

【有効期限】 2019年3月31日迄 RP3/10

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

※価格は税抜

春野菜をたっぷり使った
新グリルメニュー登場!

通常価格1,900円 紙面持参で   1,600円

昨年3月の写真です

ハンバーグと春野菜のグリル バジルソース添え（ライス・スープ付き）

厚木屈指の約6000球のチューリップが間も
なく咲き出す当店では、春の新メニュー「ハン
バーグと春野菜のグリル バジルソース添え」
の提供をスタート!! 50周年の感謝50%OFF
イベントも大好評!! お子様セット400円、米
沢牛おつまみ250円～、生ビール等250円～
と家族で春を感じながら、食事を楽しんでみ
てはいかがですか？

042-761-7187㈹
相模原市中央区田名3672カネヒロ運輸㈱

［応募］電話連絡の上、履歴書持参でご来社下さい。

日給／11,000円※残業手当別途支給
　　　 　★月給例245,000円
時間／コースにより多少異なります。

［例］4：00～
休日／日曜・他1日、他当社カレンダーによる
待遇／昇給、賞与年2回有、社会保険完備、交通費支給、
　　　制服貸与、社員登用制度有、車通勤可

異業種から
の

転職も大歓
迎♪

※詳細はお問い合わせ下さい。

2t・4tドライバー
普免・旧普免・中型免許OK

田名　社員

未経験者大歓迎!!

20代多
数

活躍中
!!

ソフトクリーム

及びコーン等を

県内配送する

お仕事です!!

男女共
に

活躍で
きる

職場で
す

［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

片付けにともなう不用品や
倉庫内の片付け

若干名募集

★週3日～勤務出来る方
★週1、2回早出有

時給／1,000円～

詳細はお気軽にお電話ください

50代
～60

代

活躍
中

土・日・祝
出勤可能な方

※要普通免許

営業品目多数だから案内しやすいです

●求人広告案内 ●印刷関連案内

◎試用期間有

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

月曜～木曜の間で

週3日勤務
出来る方

営業補助パートさん営業補助パートさん

時給／1,200円～1,350円
時間／①  9：00～16：00
　　　②  9：00～17：00
         ③  9：00～18：00
　　　④ 10:00～18：00
休日／土、日、祝、夏季、年末年始、GW 
待遇／昇給有、雇用保険有、制服貸与、
　　　携帯電話貸与、車通勤可

20代～
40代の女性
活躍中!!

●要普免

大島　社員・アルバイト

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

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

●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

ずっと働きたい…

満足が行く仕事がしたい…

そんな方は!!

コチラです

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

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）

入社日応相談 車通勤可

週2日～、1日3～4h程度出来る方

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

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

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
もの

参加費
さん か   ひ

場所
ば しょ

下記参照　CM

は な

か い さ い

4月1日（月）
10：00～14：00

春のこども会
はる かい

※申し込み締切3月27日（水）まで
もう こ しめきり

昼食はお弁当をご用意下さい。
ちゅうしょく べんとう よう　い くだ
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