
時給／1,500円～
時間／9：30～16：30

[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1日以上できる方

★●★●★定年退職された方も大歓迎!!★●★●★

看護師パート

町田市相原町　パート

一緒にがんばりませんか？

時給／1,120円～
時間／8：30～16：30（残業有）

デイサービススタッフ
資格／ヘルパー2級以上

有限会社アステ
精密板金加工・製缶

相模原市中央区田名塩田4-19-6 042-777-6252

[応募]電話連絡の上、履歴書持参でご来社下さい。

給与／18万円～30万円以上
　　　（残業代含）※試用期間有
時間／8：25～17：30（残業有）
休日／第2・4土、日、祝(会社カレンダーによる)、
　　　夏季、年末年始
待遇／昇給年1回、社会保険完備、各種手当有、
　　　有給休暇、交通費支給、マイカー通勤可

田名塩田　社員・パート・アルバイト

アステ

※詳細はお問合せ下さい。

※フォークリフト免許
　あれば尚可

溶接
（アルゴン・半自動）

機械オペレーター
（複合加工機・ベンダー）

女性も多数活躍中です パート・
アルバ

イト

も可

※詳細はお問合せ下さい。

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

[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

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】

※要普免

下記参照　委託

軽自動車でのお仕事!!

18万円以上
も可能!!

月収

シニア世代・

女性も

多数活躍中!!

仕事に
慣れるまで
個数保証有

慣れれば
簡単!!

郵便小包の配達

当社規定
による

（　　　）

配達車貸与

042-756-3344〈淵野辺店〉

[応募]火曜以降連絡の上、履歴書持参でご来店下さい。

相模原市中央区淵野辺3-20-8 （担当者まで）

長期パートさん・学生アルバイト募集

募集店：淵野辺店・イオン相模原店・グッディプレイス相模原店

【職 種】制服等の販売
5月～11月 12月～4月

スクール洋品ナカムラ

下記参照　パート・アルバイト

時給／平日10：00～17：001,040円
※平日17：00以降と日曜1,080円

時給／平日10：00～17：001,090円
※平日17：00以降と日曜1,130円

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11名）

（採用係）陽だまりの家 渕野辺 042-707-1761

日給／17,500円～※5回目以降18,000円
※詳細は面接にて。

淵野辺　パート

夜勤スタッフ募集!!

時間／18：00～翌9：00　資格／ヘルパー2級以上待遇／交通費全額支給、車通勤可
資格取得支援制度有 各種社会保険完備

土・日・祝
どれかだけ
でもOK♪

週2日～

Wワーク

扶養内 

未経験も可

日勤同時募集

時給／1,100円
時間／8：30～17：30
　　　※1日8h、月3日程度

時給／1,200円
時間／早出7：00～16：00
　　　遅出9：00～18：00
　　　※1日8h、月3日程度のシフト制

相模原市緑区二本松2-30-30
二本松保育園

わたしたちには夢がいっぱい
［応募］まずはお気軽にお電話下さい。

042-773-2515

社会福祉法人 竹沢積慈会

二本松　パート

保育士

※要保育士免許

土曜補助

保育助手
土曜補助
※資格不問

子どもの好きな方

ボーナビール二本松 二本松小入口 至厚木

至八王子

二本松
こども
センター前

二本松

二本松
小学校

ザ・ビッグシャト
レーゼ

原宿
公園

グラウンド

東
急
ス
ト
ア

警
察
署

至
津
久
井

当園

※常勤職員が
　必ず付きます

フジトランスポート㈱ 0120-57-9099
042-785-2631

[応募]面接等詳細は、お気軽にお電話ください。

相模原市緑区大島999-1

月収／232,500円～（一律乗務手当52,500円含む）
資格／大型免許、フォークリフト免許
時間／①14：30～ 23：30 ※約3～3.5hの残業有
　　　②20：00～翌5：00 ※約2.5～3hの残業有
休日／土曜、日曜（月1回土曜or日曜出勤有）
　　　※GW、夏季、年末年始、有給休暇
待遇／交通費・通勤手当規定支給、制服貸与、社保完備、
　　　勤続年数手当支給（3年以上）、賞与（年2回／8月、12月）、
　　　昇給（年1回／10月）、大型乗車手当、ドライバー養成教育

大島　社員

正社員大型〈10t〉
ドライバー募集

月収例35万～38万円

■一般貨物自動車運送事業

※各種手当含む

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

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。10/7(月)9：00より受付致します。

042-756-3763

矢部　パート・アルバイト　パート・アルバイト

質問・疑問等
お気軽にご連絡下さい

軽作業

時給／1,011円
時間／6:00～9:00

※休日・時間等詳細は面談の上で

集 金
給与／3万円～5万円
※月末～月初の10日間程度

未経験
大歓迎♪

時間帯は自由!!
家庭と両立出来ます♪

電話応対等
のお仕事

朝刊配達

要原付免許

日給／9,500円※資格・能力を考慮
時間／8：00～17：00（現場により早出・残業有）
休日／日曜、他会社カレンダーに依る　
待遇／各種手当支給、車通勤可、社保完備、
　　　個室寮完備（TV、冷暖房完備、食堂有）

当社で働いてみませんか？
働く環境が整っています!!

土木作業スタッフ募集

［応募］10/7（月）より、お気軽にお電話下さい。

■土木・鋪装・造園・水道設備・設計施工　国土交通大臣許可（特-28）第26612号
東京都八王子市小比企町2422

株式会社 リンカン開発 0120-36-9930八王子営業所

★日払い・週払いOK

八王子駅

京王片倉駅山田駅

片倉駅

市民球場 緑町霊園

フードワン

片倉町当社
173

20

★寮完備（Wi-Fi 有）

寮＋3食付き !!

あなたが働く条件が

整っています

是非ご相談下さい

★３食付き

★社保完備

八王子市　契約・アルバイト

年令不問

長期歓迎

短期でもOK

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、有給休暇、
　　　作業服貸与、退職金制度有、資格取得制度有、
　　　通勤手当（社内規定により支給）・愛車手当等、その他手当有

　社員

月収／24万円〈固定給〉
時間／6：00～（コースによる）
休日／日曜、祝日、夏季、
　　　年末年始、第2・3・4土曜

t 金物小口配送

★髪型・髪色自由!

普通免許OK!

安定してムリなく働けます!!
シニアの方、ブランクがある方も
ぜひお電話下さい!!

月収はやる気次第でUP♪

経験者優遇!!

最高の待遇!
女性
活躍中!

【勤務地】

［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

厚木市下荻野1422-1株式会社コアテック 080-6757-7928

下記参照　社員・パート・アルバイト

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

月給／210,000円以上
資格／要クレーン運転士免許
勤務／週5日

A BB C

大手企業内で安心!! 幅広い年令の方が活躍出来るお仕事です!

相模原市緑区大山町2-10
（アリオ橋本店の目の前）A （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／1,030円～
時給／1,050円～
　　　※研修期間有

資格取得支援制度有

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

独立開業支援制度有
（詳細はお電話ください）

【面接地】
相模原市緑区大山町2-10
（アリオ橋本店の目の前）

女性
活躍中!

※研修期間有

週3日～

あなたも当社の仲間

として働きませんか？

淵野辺　パート・アルバイト

時給／1,020円
待遇／交通費規定内支給、
　　　自転車通勤可

　      ★【定休日】水曜、他

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）持参でご来店下さい。
■精肉店

042-758-4129

※曜日応相談

パート・アルバイト募集

販売及び惣菜（揚げ物）の製造スタッフ

時　間

（担当/植田）

※週2日以上

①販　売………
②コロッケ等製造…
③販　売………

14：00～19：20
  5：00～  8：00
17：00～19：30

★未経験でも安心して働けます。★

★駅近!!淵野辺駅徒歩1分!!★

月給／27万円～37万円 以上　
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 ガス切断従業員

◎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!!

年令不問経験者優遇!!

◎要中型免許 ◎大型免許あれば尚可

◎各種免許取得制度有

常 勤
※平均年収330万円

根小屋　社員・パート

042-751-0017アルファープランニング
【グループホーム梅】相模原市緑区根小屋8-1（津久井湖城山公園そば）
[応募]10/7(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。

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

日勤パート
時給／1,020円～＋別途処遇改善加算＋資格手当有
時間／8：45～17：15

★週2日～可

★自己申告のシフト制

給与／1勤務

　　　20,000円
時間／17：00～翌9：30

夜勤パート

★週1勤務～OK

うれしい食事付♪

未経験者・ブランクのある方もお気軽にご相談ください！

介護スタッフ
明るい方お待ちしています♪

＋別途処遇改善加算＋資格手当有
給与／19万円～22万円

町田市忠生　社員

給与／300,000円以上
　　　※各種手当などを含む（経験・実績考慮）
時間／9：00～18：00（休憩60分）
休日／年間休日120日以上、夏季、年末年始
待遇／賞与年2回（6月・12月）、昇給年1回、業績賞与※昨年支給実績有、
　　　社会保険完備、交通費支給、退職金制度

給与／250,000円～　 300,000円
資格／不問、パソコン操作必須
時間／9：00～18：00（休憩60分）
休日／年間休日120日以上、夏季、年末年始
待遇／賞与年2回※昨年度決算賞与実績有、昇給年1回、
　　　社会保険完備、交通費支給　　　

町田市忠生3-25-11忠生ビル302号

つばさクリニック
［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

■医療法人社団　おおぞら会　内科・心療内科・精神科・訪問診療

042-794-6811

往診ドライバー事務（正社員） 一般事務（正社員）
【仕事内容】

医療機関または介護施設の経験者は大歓迎 !!

20代～40代の多職種の方が活躍中!!
20代～40代のスタッフが活躍中!医師に同行して運転や診療の補助。訪問診療（医師に同行）は、1日5～10件程度です。

内勤事務業務

★運転免許必須（AT限定可）

年収／360万～
　 450万円以上

年収／300万～
　 400万円以上

麻溝台　アルバイト

［応募］電話連絡の上､履歴書（写真貼付）持参下さい。■物流業

㈱アキワーキングサービス 麻溝営業所
相模原市南区麻溝台8-23-1 090-8840-5032（応募専用／担当タカギ）

※委細相談

月給／26万円～29万円
時間／7：00～16：00
　　※超勤月50時間以内
休日／土曜、日曜、祝日、
　　　他会社カレンダーによる

要中型免許

月間20日勤務 労働保険完備 65才定年・雇用延長相談

アルバイト（長・短期）

経験者 優良企業様の納品代行

田名　社員・アルバイト

日給／14,000円～

月給／300,000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。

相模原市中央区田名2144
日栄建設㈱ 042-761-0173

時間／8：00～17：00　休日／土曜、日曜、年末年始、夏季、GW

社保完 車通勤可 制服貸与

［応募］電話連絡の上、履歴書持参でご来店下さい。10/7（月）より受付致します。

■営業時間／AM11：00～PM2：00、PM　5：00～PM8：00
相模原市中央区上溝1793-2

おしゃまんべ食事処 042-757-5182
留守の時 042-758-6150

パートさん 時給／1,100円～(経験による)
時間／10：00～14：30位　　　

休日／日曜、第1・第3月曜、その他

待遇／面談の上優遇、

　　　交通費規定内支給

【若干名】

笑顔の方お近くの方
歓 迎!

料理の
好きな方
大歓迎!!

日本語での
日常会話
できる方

留学生

歓 迎!

上溝　パート

田名　パート・アルバイト

時給／1,100円
（試用期間3ヶ月1,050円）　

      1,050円
（試用期間3ヶ月1,011円）　
[高校生]

時間／9：00～17：00
　　　※他時間はお気軽にご相談下さい
　　　※長時間・短時間（3h～OK）もあります
休日／日曜日
勤務／週3日～OK（月～土シフト制）
待遇／社会保険完備（条件による）、交通費規定内支給、有給休暇、
　　　ユニフォーム貸与、全館空調完備、車通勤可、食堂完備

クリーニング品仕上げ作業

時給／1,375円（試用期間3ヶ月1,312円）　土曜日は時給UP!

相模原市中央区田名3378エムスタイル

［応募］10/7(月)10時より電話連絡の上、
　　　履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。担当／佐々木

042-761-7532http://www.miyazakisensen.co.jp

■ユニフォームレンタル＆クリーニング ■資本金9,500万円、従業員480名

他時間は
お気軽に
ご相談下さい

中高年も大歓迎!学生・主婦（夫）・フリーター活躍中!!

時間
相談可!

週3日̃

OK!
週3日̃

OK!

働きやすい
日勤帯

働きやすい
日勤帯

手積み
手降ろし
なし!

■当社は冷凍冷蔵車を中心にした食品の配送及び配送センター運営を行っています。

相模原市南区大野台3-20-19
永山運送
▼会社案内

042-707-1396神奈川営業所

中型・大型ドライバー大募集!!

下記参照　社員

月給例／①289,750円（23日勤務）
　　　　②308,467円（24日勤務）

月給例／①228,750円（23日勤務）
　　　　②233,261円（24日勤務）
時　間／9：00～19：00

【大型】

休日／週休2日、6日～8日※シフト制 

[応募]  電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参下さい。
ご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい!!

大手スーパーへカゴ台車での配送です

■待遇

賞与年2回（昨年度実績 決算賞与年3回）

社保完

無事故表彰制度

無事故褒賞（6ヶ月毎）

免許取得補助手当

提携保養所

退職金制度

交通費支給（当社規定有）

有給休暇・育児休暇

福利厚生
のしっかり
した職場

充実した
研修制度!

【中型】

【中型】

選べる3色の
ユニフォーム!

希望休もとれます♪

時間／5：00～17：00

月給例／①338,833円（23日勤務）
　　　　②361,824円（24日勤務）

女性
ドライバー
も多数
活躍中!!

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　社員

■塗装業　神奈川県知事許可（般-27）第64348号
老舗の柿澤塗装店地元で選ばれ続ける

柿澤塗装店

年収／600万円年収／600万円

今働いている

32才
今働いている

32才

安定した収入
＋

ボーナス年2回

[応募]まずはお気軽にお電話下さい。[応募]まずはお気軽にお電話下さい。

今働いている

17才
今働いている

17才
年収／300万円年収／300万円

㈲柿澤塗装店

頑張った分だけ稼げます!!

只今

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）

適法に処分しますので
安心です 

裁判・強制執行は弁護士・
司法書士と提携します

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

相模原エリア・
町田エリア・
八王子エリア・
厚木エリアなど

高価現金買取
致します

秘密厳守します ●ローン中・税金等相談にのります ●即日現金でお渡しします（書類完備必要）

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。当社にすべてお任せ下さい!! Check

高年式車・外国車・新古車も

高価買取中!!

使って
いない車

動か
ない車

車検切れ
の車

チョット
待った!!

ディーラーへ
廃車・買取に出して
あなた!!
損してないですか!?



時給／1,015円～
時間／9：00～17：00

倉庫内仕分け・
検品作業等

★週3日～（扶養範囲内考慮）

㈱エーピーアイ（API）

下記参照　パート・内職

受付本社▼

042-810-2992
【本社】町田市小山町226
　　　（町田街道沿い、馬場信号そば）
【センター】相模原市中央区東淵野辺1-1-5

報酬／完全出来高制

紙製品の簡単な組立・
テープ貼り・封入・検品等、各種有

※内職の方は車で引取り・納品出来る方

［受付］月曜～土曜9：00～17：00※お気軽にお電話下さい

内職・場内内職パート
トラック（3t）の運転が出来る方優遇（運転手当有）

【場内内職】

勤務地…本社・淵野辺センター ★業務拡大につき同時募集!!

未経験者も大歓迎!

社員登用
機会有

車通勤
応相談 

※時間
応相談

しっかり
サポート
します!!

●年令不問

●曜日・時間自由

●冷暖房完備

●自転車・バイク通勤可

自転車・
バイク通勤可

下九沢　アルバイト・パート

㈱シンセイ サービス
相模原市緑区下九沢2928-2（内出信号近く）

042-761-3640㈹

[応募]10/7（月）より受付。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
■ハウスクリーニングからリフォームまで建物総合サービス

◆入社日応相談

ハウスクリーニング、
ビル・マンション定期清掃等

お仕事は難しくないのですぐに慣れます!

時給／当社規定による
　　　※試用期間有
時間／7：00～18：00（実働8h以内）
休日／日曜、祝日　※年令問わず

※要普免

★週3～4日できる方

アルバイト・
パート募集

★経験者及びポリッシャー
　使える方尚可!

★正社員登用制度有

植木職人・見習い

相模原市中央区松が丘1ー2ー82

042-751-1417 090-3525-8987

有限会社 植 政

要普免

日給／8,000円～18,000円位
　　　(経験により優遇)

※詳細は面談の上

※各種保険有

松が丘　職人

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

60代～70代活躍中!! 早く終わっても日給保証!!

交通誘導、
イベント等
資格保持者手当有 社員登用制度有 寮希望の方応相談

警備スタッフ募集!!

日勤
時間／8：00～17：00

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）

時間／20：00～翌5：00

日給／8,700円～10,500円

日給／10,000円～12,000円
勤務地 相模原市内・他

昇給
あります!

週3日～
OK!※研修手当含 夜勤

７万円！
入社祝金

名刺 封筒

・カレンダー　・ハガキ　・シール　・タオルetc

チラシ 伝票 はんこ

各種印刷物のご用命は
当社までお気軽にお問い合わせ下さい

相模原市中央区矢部3-21-15 042-754-8929

有限会社 ラポート企画地域密着型
広告代理店
企画・発行 http://www.rapportplan.co.jp

矢部　CM

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

10t月収／325,000円～ 時間／6：00～、18：00～
休日／週休1日のシフト制

［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

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

下記参照　社員・パート

http://www.takamori-s.co.jp/
【本社】相模原市中央区田名塩田4-17-19

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

［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。

仕事内容など詳細分かります

職場の雰囲気や作業内容など
職場見学も出来ます!!

042-764-3408【第2工場】
042-778-5748【本   社】

042-711-9412【第3工場】

【第2工場】 【第3工場】

パート事務員

時給／1,020円
時間／当社規定による

【第3工場】

代～ 代の方、男性多数活躍中!

●軽作業有
冷暖房完備

なので快適です!

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]10/7(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

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）

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 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

時給／1,020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!!

※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 

日勤パート

～～

時給／1,020円～
　　　＋別途処遇改善加算＋資格手当有
時間／7：30～18：00の間で
休日／日曜定休、元旦 ～

日勤パート

常 勤

時給／1,020円
時間／16：00～19：00

調理スタッフ

土・日どちらか含む
週2日～可

給与／1勤務20,000円
時間／17：00～翌9：30

夜勤パート

週1勤務～OK

年2回ミニボーナス支給!!

介護スタッフ
資格・経験不問!!

他勤務地希望の方もお気軽にお問合せ下さい。 駐車場完備で通勤ラクラク♪　   相模原市内に多数施設有!!

うれし
い

食事付
♪

下記参照　パート・アルバイト

相模原市南区相模台4-14-13葛西ビル1階

（採用係）046-289-3553萬屋芙由株式会社グループ 萬屋芙由株式会社
ヨ ロ ズ ヤ　 フ　　ユ

萬

［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）

女性・男性活躍中!!
シニア

世代の
方々

元気で

頑張っ
てます

!!

1日1件～7件程度（主に県内付近）

日給／面談により決定します

時間／6：00～11：00

勤務／週5日～OK（応相談）

待遇／昇給有、社保完、車通勤可

パート・アルバイト
要普免（AT限定可）

軽自動車ドライバー募集

正社員
登用制度有

下記参照　CM

参加対象
さん か たいしょう

持 ち 物
も　　　　 もの

場　　所
ば 　　　　しょ

富士見小学校 体育館
ふ じ み しょうがっこう たいいくかん

体験型
たいけんがた

※定員になり次第終了します。
ていいん

とうさままた かあさま いっしょ さんか

しだいしゅうりょう

昼食は各自ご用意ください。
ちゅうしょく かく　じ よう　い

小学1年～4年生まで
しょうがく ねんせいねん

もうしこみ

お申込はメールまたはFAXで

こ
かい

て い  い ん く み

定員60組
て い  い ん く み

定員60組

むりょうむりょう

さんかさんか

参加

無料

参加

無料

かみかみ

おやこおやこ

つくつく

とと

親子で

紙ヒコーキを作って

みんなで飛ばそう！

お父様又はお母様と一緒にご参加ください。
受付時間：10：30～15：30
うけつけじかん

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

麻溝台　社員

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
大型

4t
大幅採用
予定!!

安心充実

太鼓判
大型・4t
ドライバー募集

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

住まいの　　総合病院地元で選ばれ続ける

有）柿澤塗装店） 柿澤塗装店

＜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

　消費税が上がっても

　　　1年間ずー　っと
8％キャンペーン

当社は

相模原　常勤

[応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)ご持参下さい。10/7(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

相模原市中央区
相模原8-6-17

(JR相模原駅より徒歩7分）

勤務地 すみれ

●ヘルパー2級以上
●要介護職経験者

月給／22万円～27万円
時間／[日勤]  8：45～ 17：15 
　　　[夜勤]16：45～翌9：15
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

【常 勤】グループホーム

介護士さん
募集!! 週休2日

年令不問

寮 有

田名

休日／土曜、日曜、祝日

［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）
■一般貨物輸送・入出庫管理・梱包・発送

相模原市中央区清新5-15-7
㈲加瀬物流 090-8854-6841

まずはお気軽にお電話下さい【勤務地】車庫・田名

★未経験OK★

①4t平・ウィング…給与／25万円～35万円以上
②2t………………給与／22万円～
③8t（地場）………給与／27万円～37万円以上

④10tウィング（夜間有）………給与／32万円以上
休日／土曜、日曜、祝日、夏季、年末年始、GW

　社員

経験・能力
考慮の上

定着率・働きやすさ

待遇／社会保険、雇用保険、労災保険、制服貸与、通信費、交通費支給、マイカー通勤可

バツグン!!

042-768-1025
相模原市中央区千代田2-1-16[応募]10/7(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／1,070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

● 7：00～ 9：00
●17：00～19：30

勤務例

の時短も

★勤務地★
ぼたん・楓

曜日応相談 各種手当有

週2日～OK!!

Wワーク歓迎!! ご相談下さい

日 勤 パ ー ト

働き方
相談に
のります

家庭と
仕事
両立可!

自己
申告の
シフト制 

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

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

●他のサービスとの併用不可
●厚木店のみ使用可

キ
　
リ
　
ト
　
リ

【有効期限】 2019年10月31日迄 RP10/6

切り抜いてお持ちください

グループのお食事代金合計額から

グループ全員に

デザートサービス

または

P50台
山際本店

クーポン

※価格は税抜

通常価格1,900円

栗のブリュレ

新米はるみとビーフシチューフェア
10％OFF

1,800円

046-245-1341
【営業時間】間】】 時11時11時 2～22時（L.O21時半）

P5
山際

※※※※価格は税抜

円

円

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

［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。

0120-319-889
㈱クレストFC クレスト運転代行
■運転代行業

Wワークしたい方歓迎!! 
週1日から働けるお仕事です

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!

二種免許お持ちの方!! 即戦力求ム!!

男女運転代行
スタッフ

30～40代の方
活躍中

現在女性も

多数活躍中!

横山台　アルバイト

相模原市中央区田名2714-1

日曜より
随時受付

有限会社 山 崎 商 事

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参下さい。

■神奈川県知事許可（般-27）第81763号
　産業廃棄物収集運搬 第154184号

042-856-1193

090-8840-8165

Yamazaki shoji★★★★★ ★★★★★

新キャタピラー
三菱

三菱重工

至橋本
上溝
四ッ谷

安楽亭

こども広場
日軽物流

至厚木

当社

田名　社員・アルバイト

◎マイカー通勤可
◎入社日応相談

※試用期間有

メールでの
応募は
コチラ▶

時間／現場により異なります（実働8h）
休日／日曜、祝日、GW、夏季、年末年始
待遇／社保完備、交通費規定額支給、作業服貸与

頑張った分だけ、しっかり給料で還元!!

■10tダンプドライバー

①日給・月給制／12,000円～15,000円
②完全歩合制／経験・能力考慮

※要大型免許 ※要中型免許

■4tダンプドライバー
日給／当社規定による。

※週2～3日でもOK

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。

委細面談にて

給与は①②選べます

[応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参でご来社下さい。月曜より受付。 
　　　※随時受付しております。 お気軽にお電話下さい。

由野台　見習い・社員

090-4915-8039（直通）
営業電話はお断りします有限会社 小峯建興

相模 型枠 相模原市中央区由野台1-1-5
■神奈川県知事許可（般-27）第81248号

日給／10,000円～ 
　　　※年令・経験等考慮の上、
　　　　面談にて決定
時間／8：00～18：00
休日／日曜、夏季、年末年始、GW
待遇／社保・雇用・労災保険完備

型枠大工職人

型枠大工職人

見習い募集
現場
多数有!!

※詳細は面談の上

新たな気持ちで
当社で働きませんか？
プロの職人に育てます!!

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。

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

※試用期間有

松が丘　社員

希望があれば

週休2日での
勤務も可 ※詳細面談

金曜のみの

アルバイト同時募
集

社員募集早出・残業
ほとんどナシ!

入社日
応相談

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!!


