
下記参照　社員

給与／200,000円～
時間／8：30～17：30
休日／火曜、隔週水曜、祝日、夏季、
　　　年末年始、GW、他会社指定日有
待遇／社保完、昇給・賞与有（業績に依る）、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。

相模原市東淵野辺5-8-13

㈱ヤマザキ ホリデー車検相模原南
042-754-5739

仕事は丁寧に教えますので安心です!

◎経理事務
◎一般事務

●要普免

☆PC入力出来る方

（社員）募集

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 

老人ホームで調理補助スタッフ

時間／14：00～20：00（休憩30分） 
休日／ローテーション
待遇／社保完、有給休暇有、制服貸与、
　　　食事補助、車通勤OK、
　　　交通費支給（当社規定）

勤務地 泰政園 相模原市中央区中央5-3-18
JR横浜線「相模原駅」徒歩18分、相模原高校近く

特別養護老人ホーム

中央　パート

042-769-5837

[応募]電話連絡の上履歴書（写真貼付）をご持参下さい。面接は現地にて行います。

全国900事業所のフードサービス事業

相模原市中央区中央5-3-18 泰政園内厨房

18：00～20：00

14：00～18：00 990円
1,040円

時  給時  間

老人ホームでの調理補助（盛付、提供、食器洗浄）

未経験の方も
しっかり

サポートします!

として活躍しませんか!

★未経験者OK!! ★週3～OK!!

★車通勤OK!! ★資格、経験不問

採用担当：石川
〈受付：8：00～15：00〉

つながらない場合はこちら 03-6758-2200

■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〉

下記参照　委託

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

★日々の運動習慣として　★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!!

相模原市・町田市で配布出来る方大歓迎

※日当 8,000円のお仕事もあります。　

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。

□週1回～でも2週に1回～でもOKです

業務好調に付

主婦・

中高齢者
・

定年退職
者

活躍中!

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
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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

＊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。

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

待遇／交通費支給、社保完、直行直帰OK、バイク貸出有
年令／18才以上※定年65才（応相談）

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）

【勤務地】相模原市内・他

入社祝金７万円！入社祝金７万円！

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

日勤

夜勤

60代～70代活躍中!!

週3日～OK! 昇給あります!

[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

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】

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

下記参照　委託

郵便小包
の配達

出勤地・車庫

緑区大島

【受付】城山営業所 相模原市緑区川尻4030-9

090-2162-1309
一般貨物自動車運送事業 関自貨 第2017号

担当者移動中が多い為、不在の際は
折り返しご連絡させて頂きます。

大島

［応募］下記迄、電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参でご来社下さい。

待遇／昇給有、社会保険・各種保険完備、作業服貸与、退職金制度有、
　　　その他手当有、マイカー通勤OK

【平
均月
収】4
0万

円以
上!
!

　社員

月収／24万円～
資格／準中型免許
※H29以前の普免可
時間／6：00～（実働8h）
休日／日曜、祝日、夏季、
年末年始、第2・3・4土曜

月収／35万円以上＋高歩合制
資格／大型免許、
　　　フォークリフト免許
休日／日曜、夏季、
　　　年末年始

日曜休みの
お仕事です!!

2tワイドロング

大型ドライバー

■■■■■■建築資材の小口配送■■■■■■

■■■■■■一般物配送・長距離■■■■■■

経
験
者
優
遇!
!

安定して

ムリなく
働けます

!!

日曜・
祝日休み

厚木市山際　CM

厚木店創業50年

笹生農園直営レストラン&ローズガーデン
さそう

相模川

R16

橋本五差路

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

栗の里

※価格は税抜

2,980円
1,980円

P50台
山際本店

前日までのご予約で
「ラポートを見た」
とお伝え頂けば

9/30
まで

時給／1,000円～

大人1人につき お一人様
通常価格から1,000円引きで

相模原市中央区
緑が丘2-41-1株式会社 IMARISE 042-851-4586 090-3201-8548

■空調設備工事業
イマライズ

若い方からシニア世代まで
幅広く活躍できるお仕事内容です!

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、社保完、交通費規定内支給、作業着貸与、資格支援、
　　　社内イベント有各種手当有（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）

［応募］電話連絡の上、ご来社下さい。

賞与や家族手当、
休日出勤手当など充実。
そんな従業員想いの

会社です!!

緑が丘　社員

仲間を大切に
する会社!!

切に
す

どこよりも働く一人一人を
大切にする会社

月給／216,000円
　　　＋歩合給

■管理補佐業務

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) 
　　　※遅い日でも20：00までには帰れます

※各種手当含む

■現場スタッフ

経験者は

高給優遇
致します

この夏から
当社で新たな出発を
しませんか？

自慢ではないですが
会社の雰囲気が

“バツグンに良い”会社です!!

資格取得サポートします

業績が伸びた分は給与に還元!!

週払い相談OK! 未経験OK!

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

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

※詳細は面接にて。

常勤パート・夜勤介護職員 同時募集中

●週2日～

●Wワーク

●扶養内 

淵野辺　パート

介護職員
資格取得支援制度有

未経験
も可

土・日・祝どれか

だけでもOK♪

30代～70代の方
が活躍中!!

日勤

［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2-10-2
（各線「橋本駅」より徒歩15分）㈲エスディーエス

■運送業

1,000ℓコンテナの洗浄

橋本台　パート・アルバイト

時給／985円～
時間／9：00～15：00（実働5h）
休日／土曜、日曜、祝日、
　　　他当社カレンダーによる

週2～4日勤務できる方

★車通勤可

パート・アルバイト募集!!

橋本駅徒歩2分
※車・バイク通勤不可

勤務地

相模原市南区下溝928-11

有限
会社

042-711-8915
アート建物管理

[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。

橋本　パート

時　間／6：30～10：00（実働3.5h）

時　給／983円
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)

清掃スタッフさん募集

女性用トイレ
清掃有

簡単作業でラクラク!!未経験の方もとっても安心!!

駅近の場所です

経験者大歓迎!!

042-752-3141㈹
相模原市中央区上矢部1-12-29

[応募]電話連絡の上、履歴書持参下さい。

上矢部　社員

資格／大型免許　　時間／詳細は面談の上
休日／日曜、他会社カレンダーによる※相談出来ます。
待遇／昇給年1回、賞与年2回、社保完、
         交通費支給、車通勤可

ドライバー募集

※10tも同時募集

給与／28万円～33万円

※ユニック・玉掛け免許の
　ない方はご相談下さい。

042-768-1025
相模原市中央区千代田2-1-16[応募]7/29(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

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

時給／1,050円～
資格／初任者研修修了者、ヘルパー2級以上
時間／7：00～19：30 ＊早番・日勤・遅番のシフト制（実働7.5h）
待遇／ミニボーナス年2回、昇給年1回、処遇改善加算、
　　　社保完、有給休暇、年末年始手当有、
　　　交通費全額支給、車通勤可（駐車場有）、他

日勤パート

★勤務地
ぼたん・楓

曜日応相談

家庭と仕事
両立可!

働き方
相談に
のります

Wワーク歓迎!! ご相談下さい

各種手当有

自己申告の

シフト制 
週2日～OK!!

相模ウレタン工業㈱
相模原市中央区上溝1145
MAIL▶noguchi@sukk.biz

■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]7/29（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

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

時給／1,000円～1,300円以上
　　　※職種により異なります
　　　※ドライバーは別途運転手当有
時間／7：00～18：00の間で1日3h以上
休日／土曜、日曜、祝祭日
        （休日出勤の場合有）

（短期可、長期尚可）アルバイト・パート急募
チップウレタンモールドソファ成型製造業務

①チップウレタンモールドソファ
成型製造作業補助員

②モールドソファ側生地
入れ出荷作業員

③2tドライバー
（要準中型又は8t限定運転免許）

上溝　アルバイト・パート

042-812-3872相模原市南区
栄町4-23 （採用担当まで）株式会社明輝社

栄町　社員

■電気工事業・
　電気通信工事業

詳しくは当社HPを
ご覧下さい♪

動画
公開中

男女 
電気工事士（見習い）募集

無資格・
未経験
OK

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

月給／23万円以上(経験に依る)
時間／8：30～17：30 ※現場に依り多少異なる
休日／週休制、夏季、年末年始、GW
待遇／昇給年1回、賞与年2回、社会保険完備、
　　　交通費支給、各種諸手当有、車通勤可

●勤務地／南区栄町

私鉄鉄道各社のお仕事なので安心・安定! 全国どこでも通用する技術が身につきます

資格取得支援制度有
3年で一人前の
電気工事士に育てます!

もしかしたら
女子力アップ
しちゃうかも笑

～

スタッフ大募集!!

時間／①  5：30～12：30（休憩45分） 
　　　② 9：00～12：30
　　　③12：30～20：00（休憩45分）
　　　※3交替のローテーション制
　　　※時間帯応相談
休日／ローテーション制(月9～10日位)
　　　★勤務日数相談下さい
待遇／社保完、有給休暇有、制服貸与、
　　　食事補助、車通勤OK、交通費支給

勤務地

グレープの里内 調理室
（相模原市南区西大沼5-4-20）

特別養護老人ホーム

西大沼　パート

042-766-2014

[応募]電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参下さい。〈電話受付／平日8：00～15：00〉

全国900事業所のフードサービス事業　特別養護老人ホーム グループの里内調理室

http://www.NGF-penguin.co.jp/

アットホームで
働きやすい
職場です♪

担当：トキワ　　  サトウ

相模原市南区西大沼5-4-20

8：00～18：00

  5：30 ～  8：00
18：00～20：00

990円
1,040円

時  給時  間

料理の盛り付け・配膳洗浄

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

（詳細はwebをご覧ください）

水郷田名・下九沢　CM

■塗装業　神奈川県知事許可（般-27）第64348号

有）柿澤塗装店
老舗の柿澤塗装店

は本物の工事店です。

住まいの　総合病院

地元で選ばれ続ける

）

＜リフォーム＞塗装工事
防水工事
屋根葺き替え工事雨樋工事
内装クロス工事トイレ・バス工事その他

柿澤塗装店

住まいのことなら柿澤塗装店にお任せください！

〈年収例〉 468万円以上

厚木市北部　社員・パート・アルバイト

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／21：00～翌6：00
　　　※早出・残業有（1日1h～3h程度）
　　　 ※希望が有れば他の勤務時間もあります。

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）

物流会社乗務員

休日／月8日～9日（希望休制度による休みあり）
待遇／昇給年1回、賞与年2回、社保完、社宅有
　　　交通費支給、各種充実手当有

月給／35万円～

男女募集中!!

有名カフェなどへの配送業務

☆希望休制度有☆
シフトによる休み、

または希望休

仕事内容：有名カフェ、レストランへ食材を届けます。

希望休とシフトによる休みでプライベートが充実
お気軽にお相談ください

週3日OK!!（選べる働き方）

希望休とは・・・？　休みを選べる!?

男性・女性積極採用中!!

山際

才戸

坂本青少年広場

愛川町
坂本体育館

ファミリーマート

桜台
桜台団地

藤塚公園前

中
津
川

当社

三
島
神
社

相模原愛川IC

圏
央
道

圏央厚木IC

至
橋
本



相模原市中央区陽光台7-9-18（村富線沿い）
（担当／採用係）

■一般貨物自動車運送事業・引越業務

㈲昇領

★待遇／雇用・労災保険・社保有 ★GW、夏季・冬季休暇有　

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

042-777-6372

陽光台　社員

ホームページからのお問い合わせ、ご応募も可!! 昇領

［内容］カゴ台車積み降ろし業務

月収／275,000円～
　　　（25日稼働）
時間／5：00～
休日／日曜

4t 10t

月収／325,000円～
時間／6：00～、18：00～
休日／週休1日のシフト制

走行距離は

1日80㎞～150㎞ほ
ど!!

無理のない運行で負
担小!

出発時間選べます

その他
フリー便なども有

〒252-0244
神奈川県相模原市中央区田名4392-7

総合看板デザイン製作・施工

042-763-0790
042-763-0798

迅速・丁寧に対応致します!

屋外用看板
の専門!!
看板の事なら

何でもお任せ下さい!!

田名　職人

●カッティング
●大型インクジェット
●サインプレート
●金属銘板
●各種看板取付・撤去

見積り
無料

業務内容

●年令不問
詳しくは
お気軽にTEL下さい。

職人募集

日給／15,000円～
　 20,000円
　　　（経験による）
※詳細は面談にて

経験者に
限る

要普免

報酬／1部…2.7円～
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

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

副業に最適!!

下記参照　パート

女性スタッフ

活躍中!!

〈年収例〉 452万円以上

厚木市北部　社員

全車ナビ対応!!とは言えません…
新車が多いです。

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／4：00～13：00
　　　※早出・残業有（1日1h～3h程度）

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）

物流会社乗務員

休日／月8日～9日（希望休制度による休みあり）
待遇／昇給年1回、賞与年2回、社保完、社宅有
　　　交通費支給、各種充実手当有

月給／30万円～40万円

昼型勤務希望で

プライベートも充実派向けの募集!!

☆希望休制度有☆

山際

才戸

坂本青少年広場

愛川町
坂本体育館

ファミリーマート

桜台
桜台団地

藤塚公園前

中
津
川

当社

三
島
神
社

相模原愛川IC

圏
央
道

圏央厚木IC

至
橋
本

シフトによる休み、

または希望休

仕事内容：有名居酒屋などへ食材を届けます。

ヤル気がある人
元気がある人募集中

週5日の勤務
からOK!!

希望休とシフトによる休みでプライベートが充実
お気軽にお相談ください

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）
　　　持参でお越し下さい。

 町田市相原町4391-7
(町田街道沿い、法政大学入口信号そば)ヴィラ町田

介護老人福祉施設
社会福祉法人平成記念会

042-783-0900
http://machida.tokuyou.jp/

町田市相原町　社員・パート

待遇／【常勤】昇給年1回見直し有、賞与年2回、社保完、退職金制度有 【共通】交通費全額支給、有給休暇有、車通勤OK

月給／265,000円～
　　　※夜勤手当5回・処遇改善手当20,000円含む
時間／シフト制
休日／完全週休2日制（交替制）、夏季・冬季休暇有

月給／160,000円～
時間／9：00～17：30

時給／990円～

●介護職員

●事務 【パート】 【パート】【常　勤】

【常　勤】

時給／990円～
時間／9:00～17：30（時間帯応相談）

当施設で働きませんか?あなたが頑張れるお仕事を選んで下さい!!

●リハビリ助手

無資格者
OK

※週3日　1日4hから勤務OK

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

厚木市上依知　CM

（ポンコツ車　
OK!!)

親切・丁寧にあなたにあったプランをご案内します。

当社なら、他社で買取価格0ゼロでも買取りできます!!

お気軽にご相談下さい。

もう、車やめた!! 不用な車、買取りま
す!!

など…
車を卒業する 事故車 車の買換え 車を処分したい

あなたのお悩み解決します!!

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]7/29(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
（市役所桜通り沿い）

中央区相模原7-9-26
（相模原駅徒歩6分）

緑区根小屋8-1
（津久井湖城山公園そば）

中央区千代田2-1-8
（GH桜の裏）

勤務地 相模原市中央区相模原8-6-7
（相模原駅徒歩9分）

グループホーム 桜 グループホーム 春 グループホーム 梅 デイサービス やよい 住宅型有料老人ホーム ぼたん

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
他勤務地希望の方もお気軽にお問合せ下さい。

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

●未経験者・ブランクの有る方も
　お気軽にご相談ください!!

時間／7：30～18：00の間で
休日／日曜定休、元旦

時給／1,000円～
　　　＋別途処遇改善加算＋資格手当有

時間／9：00～14：00
休日／日曜定休、元旦

※平均年収330万円

給与／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

うれしい食事付♪時給／990円～

日勤パート 日勤パート

調理スタッフ
週1勤務
～OK

～

～

～

時間応相談

夜勤パート

常 勤

代～ 代の
幅広い年代の方が
活躍しています!!

資格・経験不問!!

年2回ミニボーナス支給!!

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。

株式会社 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

社 員 募 集

入社日応相談 ※試用期間有

松が丘　社員

仲間になりませんか？早出・残業

ほとんどナシ!

希望があれば

週休2日での
勤務も可

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

町田市忠生　社員

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

※試用期間
3ヶ月有

営業事務
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

宣伝補助、書類作成、現場管理

未経験者大歓迎 安心の職場環境です

同時募集

職人見習い

日給／10,000円～
※詳細は面談の上

相模原市緑区東橋本2-2-6-103

[応募]7/29（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

カンタンな
回収作業アシスタント
ビン・缶・ペットボトル・古紙回収のサポート業務です

時給／1,000円～
資格／要普通免許（AT限定不可）
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

【勤務地】中央区宮下

宮下　派遣

原則運転はありません

勤務
開始日
相談可

直行直帰OK

◎車・自転車・バイク通勤大歓迎!!

未経験・Wワークも歓迎♪ しっかり稼げます!!

残業無し

週1日から勤務可

代・ 代の方々活躍中です!

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

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

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

■社員
勤務日応相談塗装

職人
入社日
応相談

色を塗るって楽しい!!

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

4tドライバー募集!!

お手軽にTELください!!
なんでも話し合い

ましょう!

[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】

例）平均34.5万円
月収／30万円＋諸手当有

※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

安心充実

同時募集

月収／25万円＋諸手当有 例）平均29.5万円

〈大型ドライバー〉

麻溝台　社員 下記参照　CM・社員・アルバイト

相模原市南区相模台4-14-13葛西ビル1階

042-812-4536萬屋芙由株式会社グループ

造園・伐採・片付け・遺品整理・生前整理もお任せください

単身赴任～近所への移行

※但し、荷物量・移動距離で
　異なるケースもあります

萬屋芙由株式会社
ヨ ロ ズ ヤ　 フ　　ユ

萬

小さな引越し
ご相談下さい!

●1日1件～7件程度
（主に県内付近）

●要普免（AT限定可）

［応募］萬屋芙由㈱まで、お気軽にお問い合わせください。（平日13時～18時迄）

 30,000円
2,000円～

50,000円

〈相模原市内の場合・軽貨物1台・助手（1名）付〉

※その他地域もお見積いたします

正社員登用

制度有

月給／18万円～27万円 ※残業代含む
時間／8：00～17：00 ※早出・残業有
休日／週休2日制（休日相談可）、年末年始

●日給／6,000円～10,000円※残業代含む
●時間／6：00～11：00
●勤務／週4日～OK（応相談）

正社員
同時募集

待遇／昇給有、賞与有（正社員のみ）、社保完、車通勤可

軽自動車
ドライバー
募集

軽貨物料金

50代～60代
も活躍中

キャンペーン価格
通常

アルバイト

女性
活躍中!!

家具の移動
など

お 得 で す ! !

あなたの“お困り事”をお気軽にご相談下さい!!

時給／1,100円～ ＋歩合 ※諸手当有
資格／二種免許
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!

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

二種免許お持ちの方!! 

即戦力求ム!!

横山台　アルバイト

男女運転代行スタッフ
GIS（地図情報）システム導入!! 未経験でも安心です 「全車ナビ装着」

安心してスタート! 
夜型のアナタにオススメ!

30～40代
の方活躍中

現在女性も
多数活躍中!

営業品目多数だから案内しやすいです

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

営業パートさん営業パートさん

時給／1,200円～1,350円
時間／①  9：00～16：00
　　　②  9：00～17：00
　　　③10：00～16：00
　　　④10：00～17：00
　　　⑤13：00～18：00
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!!

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!! ●求人広告案内 ●印刷関連案内 ●HP制作案内…など

学校行事にも
しっかり対応!!

週3日勤務出来る方（応相談）

選択可

Wワークも
OK!!

◎試用期間有●要普免


