
愛川町半原　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

月給／18万円～45万円（経験考慮します）
時間／8：00～17：00
休日／第2・4土曜（祝日により変動有）、日曜、
　　　他当社カレンダーによる
待遇／賞与有、社保完、車通勤可、交通費支給、制服貸与

※試用期間有

[本社]愛甲郡愛川町半原3606
[第二工場]愛甲郡愛川町半原3862-1

■製缶・板金・製図製作・溶接・研磨・設計施工

㈱スリーエース工業

046-281-2465

◉溶接工 ◉ベンダー ◉アルゴン

両向橋

両向公民館 た
か
ら
や

半
原
小
学
校
入
口本社

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

特別養護老人ホーム みたけ
http://www.mitake-h.com/

（担当／松坂）

下九沢　パート

時給／1,028円～1,085円
　　　（諸手当込、交通費別）
時間／7：00～19：00の間で実働8h・4h
勤務／週3～5日勤務

シフト勤務週4日にて
社会保険加入可能!!

ケアハウス介護職員（パート）募集

［応募］電話連絡の上、履歴書持参下さい。4/22（月）より受付。 ★詳細は面談にて

ケ

【シフト例】
7：00～16：00、10：00～19：00、
7：00～11：00、15：00～19：00

ヘルパー
2級以上の方
歓迎♪

時給／1,100円～
資格／ヘルパー2級以上
時間／8：30～16：30（残業有）

時給／1,000円～
時間／9：00～14：00

[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／中本
居宅介護
支援センター 日中通商株式会社

町田市相原町1220-15
(JR横浜線「相原駅」前)

ヘルパーステーション相原
042-779-7806

★入社日応相談　★社会保険完備　★交通費規定内支給　★車通勤可

◎週2日から勤務OK

デイサービススタッフ 調理パート

町田市相原町　パート

私達の仲間として
働きませんか？

無料体験説明会4月27日（土）4月28日（日）第1回目／10：30～第2回目／14：00～

5月5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

■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

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!

新しい時代をつくるのは“あなた”です

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

大島　社員・アルバイト

当社であなたの“力”を発揮して下さい!!

●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

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

■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

勤務日応相談

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

淵野辺　パート

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
お気軽にご連絡ください。

★未経験も可日 勤 介護職員
30代～70代の方が活躍中です!!

午前・午後だけでもOK!

資格取得支援します! 土・日・祝
どれかだけ
でもOK♪

夜勤介護
職員も

同時募集中OK
Wワーク

扶養内 
週2日～

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]4/22（月）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
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橋
本 相模線交番

亀ケ池
八幡宮

亀ケ池
八幡宮

上溝南小
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月給／180,000円～
時間／7：00～18：00の間
　　　（1日8h勤務）

時給／1,250円～
時間／7：00～18：00の間で
　　　　1日3h以上（応相談）
勤務／週3～5日

（正社員登用制度有） （1ヶ月以上の短期可、長期尚可）
アルバイト・パート契約社員

チップウレタンソファ等成型作業補助業務

製造作業補助員募集
上溝　契約社員・アルバイト・パート

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

働く一人一人が
“笑顔”で働ける
会社を目指して

ただ物を運ぶ

だけでなく…

荷下ろしも
問題ナシ!!

全車カゴ車
・

パワーゲート付!

安心
充実

B

★電気工事士資格あれば尚可

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 相模原市緑区下九沢1662C

時給／1,250円～
時間／1日8h、週5日

①電気工事士・配管工・組立スタッフ

A B C

［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

下記参照　パート・アルバイト・社員・契約社員

20代～60代まで
幅広く活躍中! あなたも当社の仲間として働きませんか？

大手企業
内

のお仕事

時給／1,030円～
【パート・アルバイト・正社員】

【契約社員・正社員】★経験者優遇

②簡単な組立・仕上げ

③加工機械オペレーター

★週3日～  ★女性活躍中!

時給／1,280円以上
勤務／週5日
資格／玉掛け免許、
　　　ホイスト免許あれば尚可

【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

AB

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]4/22(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。

下記参照　社員・パート

★駐車場完備で通勤ラクラク♪             ★相模原市内に多数施設有!!

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 相模原市中央区相模原8-6-7（相模原駅徒歩9分）
住宅型有料老人ホーム ぼたん

※他勤務地希望の方もお気軽にお問合せ下さい。

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

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

日  勤
パート

夜  勤
パート

※平均年収330万円常勤

時間／7：30～18：00の間で
　　   時間応相談（1日3h～可）
休日／日曜定休

時給／1,000円～
　　　＋別途処遇改善加算＋資格手当有日  勤

パート

介護スタッフ
募集

～

●経験等考慮します

うれしい
食事付♪

●出勤時間応相談

代～ 代の
幅広い年代の方が
活躍しています!!

中央　パート

　4/27（土）～5/6（月）までGWのため、応募受付不可。

http://www.sagamihara-nc-rotary.com/
相模原ニューシティロータリークラブ

事務員さん募集 仕事内容／クラブ事務局業務全般

週3日（月・木・金）
のお仕事

※試用期間
3ヶ月

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

相模原市中央区中央3-12-3
相模原商工会館内 042-753-2020（問い合

わせ先） （担当/熊崎）

時給／1,000円～
時間／10：00～16：00
         （時間応相談）
　　　※その他、月2回18：00～20：00の勤務有
休日／火、水、土、日、祝、GW、
　　　夏季、年末年始
待遇／雇用保険、労災保険

PC操作
（ワード・エクセル）

出来る方

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
シフト例／週4日勤務　※曜日は応相談　
通勤／マイカー通勤可能

［応募］電話連絡の上、履歴書持参下さい。月曜より受付。★詳細は面談にて

（　　）

デイサービス 運転職員

楽しく働ける職場♪♪♪

70歳未満（70歳定年の為）、
［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

淵野辺　パート

時給／990円
時間／14：00～19：20
勤務／日・月・木
待遇／交通費規定内支給、
　　　自転車通勤可、★制服貸与

相模原市中央区淵野辺3-19-14
肉のハッピー

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。
■精肉店

042-758-4129

【定休日】水曜、他

駅からすぐの精肉店
販売及び惣菜（揚げ物）の製造スタッフ

長期
希望

主婦（夫）さん
大歓迎!!

扶養内
勤務OK!!

未経験でも安心して働けます。

（担当/植田）

愛甲郡愛川町半原695（上溝・南橋本・本厚木駅より車40分）
■きのこ栽培（年中無休）

時給／983円
時間／8：00～17：00
　　　★勤務日数応相談

時給／983円
時間／ 10：30～16：00位まで

㈲半原きのこ園

愛川町半原　パート

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）ご持参下さい。受付／9:00～17:00

046-280-0031

きのこ栽培作業スタッフ 配送スタッフ（ルート固定）
体を動かす事が好きな方にピッタリ! ※週2日（日曜・水曜又は日曜・月曜出来る方）

主婦（夫）の方歓迎♪

★車通勤可

GW、お盆休み、年末年始
出来る方積極採用中!!

時給／1,100円～1,300円
資格／中型自動車運転免許以上
（8t限定は不可。限定解除は可）
時間／15：00～18：30（月曜・木曜）
　　　14：00～19：00（火曜・金曜）
　　　14：00～18：00（水曜）  
休日／土曜、日曜
待遇／昇給有、交通費全額支給お気軽にご連絡下さい

相模原市中央区宮下3-6-25㈲ジョイスポーツ 042-703-5523http://www.joysports.jpn.com/

宮下　パート

決定しているルートを廻って子ども達を

送迎してもらいます。（トヨタハイエース14名乗り）

週2日以上出来る方

運転手

●マイカー通勤可

年令不問

Wワーク(副業)可

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

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!!

富士見　社員・アルバイト

※要普免

事務員

ドライバーアシスタント
（アルバイト可）

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

普通免許からでもOKです。
嬉しい資格取得支援制度有!

〈一般・産業廃棄物の収集・運搬〉

ドライバー ※日勤のみ

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
ギオン
スタジアム

麻溝小学校
入口

稲
荷
神
社

金
相
寺

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

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

介護・生活支援スタッフ

利用者さんや地域の方との
交流も大切にする施設です。

お気軽にご相談ください。

給与・時

正職員

＊初任

お気軽

設規定
回、各種

員さん 

ヘルパ

ださい 嘱託者

さんも

祉士資格

嘱

定による
種社会保険完備、

ん パ トさ

ー2級）・介護福祉

い。 致します

金
相
寺

館

の方歓迎

[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!

042-771-5622

時給／1,050円～　
時間／8：45～17：15(7.75h)
休日／土曜、日曜、祝日、夏季、年末年始
待遇／作業服貸与、社保完備、
　　　交通費規定内支給、皆勤手当有

［応募］4/22(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／林
相模原市中央区清新6ー11ー2西脇輸送産業有限会社

工場内物流部門での
事務オペレーション業務

【勤務地】南橋本

早出・残
業なし

で

プライ
ベート

との

両立も
バッチ

リ♪

有休消化率

80％以上!!

南橋本　パート

社員食堂
あり ［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

042-700-3218
相模原市緑区橋本台2-10-3
（各線「橋本駅」より徒歩15分）㈲エスディーエス

■運送業

橋本台　社員

月給／28万円～33万円
資格／要中型免許（旧免許可）、6tは大型免許
時間／5：00～8：00の間に出勤後、実働8h、残業有
勤務／月平均23日出勤  休日／当社カレンダーによる
待遇／昇給有、賞与年2回、社保完、交通費支給、
　　　作業服貸与、残業手当、その他手当有

★車通勤可

4t・6tルート配送ドライバー募集
幅広い

年齢の方が
活躍中!!

[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

※仕事に慣れるまで
個数保証有

（当社規定による）
※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】

郵便小包の配達
※要普免

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

月給／300,000円～350,000円
休日／隔週土曜、日曜、祝日、夏季、年末年始、
　　　その他当社カレンダーに依る

大野台　社員

中央高速運輸㈱ 本社／相模原市中央区大野台3-9-10

042-756-0068㈹

[応募]電話連絡の上、履歴書持参でお気軽にご来社ください。担当／岩田

[受付]月～土 9:00～17:00 ※染髪・長髪・髭の方はお断りしております。

★その他詳細は面談の上

制服貸与各種保険完

安定!安心の会社は

１つ１つの経験があなたの力になる

この仕事を通してあなたも成長してみませんか？

ココ!!

大型　　
ドライバー募集

各時間帯有

乗務経験
1年以上の方
優遇

フォークリフト
免許所持者
優遇

10t

双葉　社員

月給／20万円～40万円

［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

相模原市南区双葉1-12-24

株式会社 翔工務店
042-860-6751

①設計・施工・積算

②監督・営業・積算

③CAD操作・事務・積算

資格／要普免　時間／8：00～18：00　
休日／第1・3・5土曜、日曜、祝日、他、年末年始、夏季
待遇／昇給・賞与（会社業績等による）、各種保険有、
　　　退職金制度有、交通費支給、車通勤可

http://sho-daiku.com/

自己成長意欲があり、人と係わり、建築の仕事を通し、
人を喜ばせる事が好きな方、何事にも前向きな姿勢で取り組む事ができ、
将来に渡って資格取得など自信のスキルを磨きたいと思っている

向上心のある人材を求めます。

会社を成長させ、共に働ける
幹部候補を求めます

新築工事、リフォーム工事、各種職方との打合せ、工事の把握確認

チームで進めるのでスキルアップに繋がります！

未経験の方も応相談



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／212,000円
　　（一部手当込み）※経験・能力により優遇
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～

●車通勤可［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参下さい。

有資格者

保育士さん
募 集

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♪

5月・6月スタート

でも大歓迎♪
ん

★社員登用も有

ボーナス年3回!!

相模原市緑区東橋本2-2-6-103

[応募]4/22（月）9時より、お気軽にお電話下さい。（担当／採用係）E-mailでのお問い合わせも可

0120-633-228㈱アレック ●E-mail info@alec.co.jp
●URL http://alec.co.jp

人材派遣業(般)14-300084■業務請負

回収アシスタント
勤務日/火・水・金・土で週1日以上できる方

時給／1,080円～
時間／8：00～17：00
休日／日曜、他シフト制
待遇／交通費規定内支給、
　　　作業服貸与、残業手当有 ◎車通勤応相談

【勤務地】中央区松が丘

松が丘　派遣

※原則運転はありません
★勤務開始日相談可 ◎自転車・バイク通勤

　大歓迎!!

直行直帰OK

週1日から勤務可

シニアの方も
大歓迎です!

スマイル光が丘
042-759-7005

スマイル麻溝台
042-748-8933

スマイル下九沢
042-775-8766

時給／1,300円～2,100円
※別途手当有（前年実績年間約12万円）
資格／ヘルパー2級以上

月給／25万円～35万円

訪問介護員募集!!
★ケアマネージャー
【常勤】★社会保険完備

〈スマイル光が丘〉

勤務地／麻溝台・光が丘・下九沢

★早朝・夕できる方
　尚可!

★パート

下記参照　パート・社員

★週1日2h以上
　働ける方 

30～40代の
方

活躍中

現在女性も

多数活躍中!

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!!

月給／27万円～37万円 以上　 時給／1,200円
時間／8：00～17：00
　　　(実働7.5h)、
　　 13：15～17：00
　　　(実働3.5h)

日給／10,000円～
　 14,000円

［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

（収集・構内作業）
（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㈹

従業員募集!!
従業員 工場内仕分け・

軽作業スタッフ
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

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

★経験者優遇★年齢不問

※経験により優遇

入社日応相談未経験者歓迎!!

ユンボに興味のある方歓迎!!

年令不問

046-245-4621
厚木市上依知1086

㈱上神谷運送厚木
ニ ワ ダ ニ

休日／日曜、祝日、月1回土曜、
         他会社カレンダーによる
        ※祝日はローテーション制　
待遇／社保完、賞与有 給与（最低保障）／ 230,000円以上

月収例…230,000円～260,000円以上
時間／7：30～17：00　その他／6：00～、7：00～のスタートも有

給与（最低保障）／ 270,000円～
月収例…280,000円～340,000円以上
時間／5：30（6：00）～17：00

給与（最低保障）／ 380,000円～
月収例…380,000円～420,000円以上
時間／8：30～17：00（早出・残業有）

給与／ 

　170,000円～
時間／8：30～17：00

未経験者
OK!!

女性
活躍中!!

無事故

表彰制度有

安定収入 働きやすい時間帯の
お仕事多数あります!!

◎AT車も有
◎今迄の普免でも3台乗務可!!

神奈川県下の地場配送

ワード、エクセル
出来る方

神奈川県下の地場配送
※長距離も選べます

安心の地場配送!!

2t

事務社員

4t

10t

[応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参でご来社下さい。 月曜日より随時受付

厚木市上依知　社員

誕生日月にはプレゼント、
クリスマスには
ケーキが出ます♪

キ
　
リ
　
ト
　
リ

【有効期限】 2019年5月10日迄 RP4/21

切り抜いてお持ちください

お食事ご注文の方全員に

13時以降ご来店のお客様に限ります

手作りバラのアイス

●厚木店のみ使用可

春野菜をたっぷり使った
新グリルメニュー登場!

ローズガーデンでは、１００種７００株のバラが
咲きます。期間中は毎日午後２時からガーデンツ
アー＆バラの育て方教室を無料で実施致します。
店内では人気の米沢牛１００％のハンバーグセッ
トの他、期間限定でバラのアイスクリームやバラ
のミニパフェが登場♪午後２時と７時からは手回
しオルゴールの演奏もあります。

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

【営業時間】11時～22時（L.O21時半）
5月は10時～OPEN!

〈厚木店〉 
厚木市山際554-1

P50台

栗の里

通常価格1,900円

※価格は税抜
紙面持参で   1,600円

５月１日～６月10日に
「50周年栗の里ローズフェスティバル」

を開催します。

バラ間もなく咲き出します

042-768-1025
相模原市中央区千代田2-1-16[応募]4/22(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

★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!

給与／1勤務25,000円
　　　（楓・入居者数28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【勤務地】ぼたん・楓 【勤務地】楓

★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

出勤時間
応相談

週2日～OK!! やりがいある
お仕事です!!

時間・曜日応相談

★自己申告のシ
フト制 

★土・日の
みもOK

定年退職の方大
歓迎!

60才代も多数活躍
中です

相模原市中央区淵野辺4-3-16リラ淵野辺ビル2F
（JR横浜線「淵野辺駅」北口徒歩3分）相模

営業所
横浜
営業所

担当／採用係042-776-5711
アース警備保障㈱
土・日・祝も面接日時の受付中（24時間対応）

神奈川県横浜市東神奈川区
反町3-19-4大島ビル6F

（東急東横線「反町駅」徒歩5分）

045-412-0911

下記参照　アルバイト

（月給25万円～32万円）

・私服保安

日給／【検定2級資格者】11,500円～
　　　【一般】9,500円～
　　　【一般夜】10,500円～
時間／8：30～17：30、10：00～19：00、夜勤も有

待遇／昇給年1回、決算賞与（条件有）

日給／10,000円～法定研修（5日間）日給／7,864円
　時間／7：00～16：00、13：00～22：00

　時間／4：30～12：30、14：00～22：00②八王子市みなみ野1丁目
　時間／4：30～11：00③フードワン森野店

①愛甲郡愛川町角田

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

法定研修費別途支給
※事務職対象外

※支払い規定有

入社祝金
10万円支給

■店内開閉店業務スタッフ

■警備スタッフ

時間／8：30～17：30
休日／ローテーションによります
待遇／昇給年1回、賞与年2回、
　　　決算賞与（条件有）

正社員も同時募集中

車通勤可

・駐車場誘導
・交通誘導スタッフ

●営業及び業務スタッフ

日給／8,000円～
勤務地

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

特別養護老人ホーム みたけ
http://www.mitake-h.com/

（担当／松坂）

下九沢　常勤

給与／229,000円～257,000円（夜勤5回含む）
時間／シフト制
休日／1ヶ月単位変形労働時間制+祝日数休（シフト制）
待遇／昇給年1回、賞与年2回、有給休暇、各種保険完備、
　　　退職金制度、交通費支給など

施設介護職員大募集

［応募］電話連絡の上、履歴書持参下さい。4/22（月）より受付。 ★詳細は面談にて

★笑顔で働ける
　アットホームな職場!

★利用者に
　寄り添える現場!

★短時間夜勤で
　負担軽減!

特養常勤

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

給与／250,000円～
資格／要中型免許
時間／8:30～17：30
休日／日曜、祝日、夏季、年末年始、GW
待遇／昇給有、退職金制度有、昼食支給、
　　　車通勤可

松が丘　社員

入社日応相談

社員募集

早出・残業
ほとんどナシ!

※試用期間有

相模原市中央区宮下2-13-5

サガミ急送㈱
鋼材輸送

042-773-5541㈹
コ コ ヨ イ

※試用期間有

宮下　社員

[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

全車デジタルタコグラフドライブレコーダー装着

【エリア】関東一円工場間輸送 ★基本長距離はありません。

●玉掛・フォーク●床上操作式クレーン
●移動監視者

サガミ急送働きやすい会社を目指し、
若い方から経験ある方まで
幅広い人材を募集しております

平成最後の社員募集!!

コイル・切板等の鋼材輸送（手積手降無し）

資格は入社後の
取得も可能

大型（9t車）運転手大型（9t車）運転手
◎4t車と同サイズの為、4t経験者は直ぐ乗れます。

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　　運転手トレーラー　　運転手 給与／30万円～40万円以上12m

台車（　　）

資格所持者優遇

土・日・祝休みで働きやすい!!

　　　　　　　

●パートさん募集!!

★週4日～要相談

宣伝補助・チラシ配布

時給／1,000円～ 日給／15,000円～
　 25,000円

●同時募集!!
■職人見習い
■各種職人さん
　職人見習い
（水道設備） ※能力・経験による

日給／10,000円～

町田市忠生2-19-1
（町田工業高校近く）

（採用係）

愛幸リフォーム
0120-666-208

●営業事務

町田市忠生　社員・アルバイト

愛幸リフォーム■住宅リフォームローン取扱店 http://www.aikou-r.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。受付/9：00～17：00

給与／180,000円～
時間／9：00～18：00　休日／土・日・祝、大型連休有
待遇／社保完、特別休暇有、社宅有（即入居可）、制服貸与、
　　　車・バイク通勤可、交通費全額支給
資格／中卒以上、男女不問 ※試用期間3ヶ月有

宣伝補助・書類作成・現場管理

あなたもこのお仕事なら
安定して働けます!!

安心の
研修アリ!! 

MAIL／info@sagamihara-terakoya.com
相模原てらこや特定非営利活動法人 創志館

そう   し    かん

たい
けん

がた こ

かい

たの も

はっ　　けん

あそ

まな

6月9日（日）

参加費
さん か  ひ

持ち物
も もの

無料
むりょう

昼食は各自ご用意ください。
ちゅうしょく かくじ ようい

場所
ば しょ

相模原市立産業会館 

多目的ホール

さがみはらしりつさんぎょうかいかん

たもくてき

※申込締切
もうしこみ しめきり

5月31日（金）まで

下記参照　CM
た ほうだい

たいかい かいさいいろ けいひん あ

[受付開始]9：30
[スタート]10：00～14：00

うけつけかいし

相模原ニューシティロータリークラブ お申込はこちら
もうしこみ

020-4664-1521主催／ 協力／

相模原駅
JR横浜線

西門

相模原
警察署

相模原
市役所

消防署

市民会館

産業会館

開催!!
かい さい

むかし

たい
けん

昔あそび体験コーナー

べんきょ
うかい

た

「食べる」
って

どういうこ
と？？

お勉強会

先着
  100名

せんちゃく

めい

定員になり次第締切らせていただきます。
ていいん し だいしめ き

1日2h～・週1日～OK

※研修期間有

休日／シフト制　待遇／昇給有、交通費規定内支給、車通勤可、制服貸与
［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来店下さい。

042-815-2905

相模原市中央区中央1-3-1-1F
（パチンコダイナム横）

■手作り弁当・お惣菜の店（年中無休）

オール・イン

中央　パート・アルバイト

②立ち飲みカウンター
   の接客

時給／1,200円～
時間／17：00～24：00
          の間でご相談ください

時給／1,000円～
時間／8：00～24：00
         の間でご相談ください

①お弁当・お惣菜の
　調理・仕込み・販売

スタッフ募集!! 男女不問

土・日・祝、出来る方歓迎!!

主婦（夫）大歓迎♪ Wワーク可年令不問

①看護師①看護師

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

時給／1,400円～
時間／9：00～18：00
　　　（内9：00～13：00を含めて勤務出来る方）

時給／【初任者研修】1,100円～（一律手当含む）
　　　【介護福祉士】1,150円～（一律手当含む）
時間／8：00～18：00の中で応相談

★待遇／交通費規定内支給、制服貸与、車・バイク・自転車通勤OK

担当／數（かず）、宮下

②介護員（要普免）②介護員（要普免）

★土曜出来る方 ★送迎業務出来る方（セレナ）

まずはシフト等お気軽にご相談下さいまずはシフト等お気軽にご相談下さい

ブランクがある方でも安心して働ける業務内容です。

★社員登用制度有
何でもお気軽に
ご相談下さい

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!!
任せて安

心

車のこと
なら

何でも

ご相談下さ
い!!

今が
チャンス
です!!

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

◎要普免

◎試用期間有時給／1,200円～1,350円
時間／①  9：00～16：00
　　　②10：00～17：00
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、車通勤可

営業品目多数だから案内しやすいです

営業未経験でも大丈夫!!
広告関連のお仕事だから
難しくありません!!

学校行事にも
しっかり対応!!

週3日勤務出来る方
（応相談）

Wワークも
OK!!

営 業 パ ー ト さ ん営 業 パ ー ト さ ん

●求人広告案内 ●印刷関連案内 ●HP制作案内…など

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。【勤務地】相模原市内・他

下記参照　アルバイト

（研修手当含）

日給／8,500円～
   10,500円
時間／8：00～17：00

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

①日勤 日給／9,500円～
   11,500円
時間／20：00～翌5：00

②夜勤

週3日～
OK

●分かりやすい研修!!※研修中は昼食付

早く終わって
も日給保証

!!

●資格保持者手当有 ●寮希望の方応相談

警備スタッフ

社員登用
制度有

交通誘導・イ
ベント等

入社祝金7万円

昇給
あります!!

Wワーク
も歓迎!!

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

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　


