
愛川町中津　社員

愛甲郡愛川町中津2204-7

丸良運輸株式会社
［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

046-286-2919

給与／26万円～30万円以上
資格／準中型免許
年令／40才未満（省令3号のイ）
時間／5：00から5：30の出勤～15：00前後
　　　県内、都内の配送
休日／週休2日制土・日曜、祝日、夏季、年末年始
待遇／各種保険完備、賞与、退職金制度
　　　大型免許取得制度全額補助

2tロングドライバー募集
（平ボディーゲート付）乗務するトラックは新車です！！

042-778-2882〒252-0244 相模原市中央区田名8512-1

■社会福祉法人 愛泉会

採用
担当

リバーサイド田名ホーム

［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。
※定年は60歳、再雇用65歳まで。

田名　常勤

(　　　)

常勤調理員● ●

資格不要

給与／180,720円～196,000円
　　　 （経験により加算、調整手当含む）
賞与／783,000円～882,000円（4.5ヶ月／年）
時間／シフト制　
　　　① 6：00～15：00　② 9：00～18：00　③10：00～19：00
休日／週休2日制、年1回長期休暇（連続9日間）、有給、年間休日109日
待遇／昇給年1回、賞与年2回（4.5ヶ月）、社保完、住宅手当、扶養手当、
　　　退職金制度、交通費支給（車通勤可、駐車場無料）、制服・靴貸与

特養調理員 特養における
　　調理業務

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

給与／1回16,057円～16,635円
　　　（諸手当込、交通費別）
時間／22：00～翌9：00（仮眠時間あり）
回数／週１回以上も可、曜日等応相談
手当／交通費など

［応募］電話連絡の上、履歴書持参下さい。1/20（月）より受付。

★詳細は面談にて

短時間夜勤、高時給、高収入!

介護経験者のみ、フロアー2名体制で安心!!

週1回の勤務でＯＫ、ダブルワークもＯＫ!!!

【勤務地】橋本駅徒歩2分 ※車・バイク通勤不可

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]お気軽にお電話ください。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。

　パート

時給／1,011円
時間／6：30～10：00（実働3.5h）
　　　※土・日・祝は7：00～10：00（実働3.0h）
勤務／シフト制による（研修後は3勤2休）
待遇／作業服貸与、交通費支給(定額)

とてもカンタンで働きやすいお仕事です
女性用トイレ清掃あり

橋本

清掃パートさん
募集

商業施設の開店前清掃

山口自動車㈱ 根小屋タクシー
042-705-9661相模原市緑区根小屋1930-1［受付］7：00～17：00

根小屋　アルバイト

［応募］本日より電話受付。 担当／採用係

日給／11,000円位
時間／6：30～19：30の間
　　　10時間労働
勤務／シフト制
　　　月20日位勤務
待遇／雇用、社会保険完備、
　　　車通勤可（駐車場有）

串川地域の乗合タクシー
　　　　　運転手と受付業務
時刻表に基づき予約のあった方だけを乗せる簡単な仕事です

●二種免許
    お持ちの方
●年令不問

相模原市中央区田名5770 042-761-6940
株式会社 北栄興業

■産業用自動装置 治工具設計製作

[応募]9：00より受付。電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参下さい。問い合わせだけでもOKです。

田名　社員・パート

～自動車製造関連のお仕事です～

月給／20万円～35万円以上＋各種手当（前職・経験考慮）
時間／8：00～17：00
休日／第1・2土曜、日曜、祝日、GW、夏季、年末年始
待遇／昇給年1回、賞与有（業績による）、社保完、交通費支給、有給休暇有、
　　　マイカーOK、作業服貸与、残業手当有、家族手当有、他各種手当有

②機械オペレーター

※試用期間有

汎用・NCフライス

時給／1,011円～
時間／9：00～17：00※1日5h～で応相談
休日／土曜、日曜、祝日、他会社カレンダーによる
待遇／制服貸与、車通勤可

①事務員（パート） 簡単なパソコン入力、電話応対等
扶養範囲内考慮 ご家庭の行事による

お休みにも対応可能です

正社員募集
給与／固定給制

　 23万円～26万円
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

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㈱・サントリー製品の卸販売業務

●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）

自動販売機の商品補充のお仕事
【配送先…相模原市内近隣】

下記参照　社員

［応募］1/20（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

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
年令不問

長期歓迎

短期でもOK

八王子市　契約・アルバイト

日払い・週払いOK

寮完備（Wi-Fi有）

３食付き

社保完備

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）

土木作業
スタッフ
募集

だから安心して働けます!!
是非ご相談下さい

3食付きの寮完備!!

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!!■[応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参下さい。

下記参照　社員

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!!
大手スーパーへカゴ台車での配送です

内勤管理者 ※詳細お問い合わせ下さい同時募集
帰ってきたら、洗車や1日の報告をして帰ります。
さ～て、まだ早いし、買い物に行こうかなぁ♪
こんな時間だから、デートもヨシ、家族との
食事もヨシ、時間が有効に使えます。

アルコール、免許、1日の確認
をして出発です。

積込は車輪の付いたカゴ台車で積むので楽々。
荷物=食品全般、肉、魚、野菜や乳製品の
生鮮品やペットボトル、カップラーメンなど。
細かい伝票や検品はありません。

重い荷物もリフトで楽々、その場でお店の方に渡し
ちゃいます。空箱など回収してセンターに戻ります。

休憩、センターの食堂も利用出来ちゃいます。

決まったスーパーさんへの納品だから、
お店を覚えてしまえば問題なし。
路上で降ろすようなこともありません。
配送は1番遠くて、西は川崎駅、東は鶴巻温泉、
北は日野、南は辻堂。

月給例／289,750円～361,824円
①時間／5：00～17：00

②時間／9：00～19：00
希望休もとれます♪

休日／週休2日、6日～8日　※シフト制 

面接前に…会社説明だけを希望の方、お気軽にお問い合わせ下さい!!

手積み手降ろしなし!

女性ドライバーも多数活躍中!!

福利厚生のしっかりした職場

充実した研修制度!

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

上溝　パート・アルバイト

時給／1,100円
　　　★16万円以上稼げます!!
時間／9：00～17：00
勤務／月曜～金曜（3月繁忙期は土曜出勤
　　　出来ると助かります♪）

相模原市中央区上溝6-9-22
（JR相模線「上溝駅」徒歩10分）

学校の登校日や卒業式等は
教えて下さい!

しっかりと考慮します!!

教科書の仕分け・学校での教科書販売Staff募集
短期で稼いでみませんか?本が好きな方大歓迎!!

【2月中旬～3月末の月曜～金曜 週5日のお仕事】

［応募］日曜より受付致します。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

学生さんが春休みを
利用して活躍中です♪

給与は
手渡し

〈受付時間〉16：00～18：00 〈定休日〉月曜

〈本店〉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。

下記参照　パート

米菓製造・販売スタッフ募集

●扶養範囲内OK

●40代～50代
  女性活躍中! 

●元気で明るい、
　チャレンジ精神旺盛な方！
　お待ちしています♪

時給／1,011円
時間／9：00～18：00の間で応相談
待遇／交通費規定内支給、
　　　車通勤可、制服貸与

●勤務地／本店 土・日

出来る方

042-768-1025相模原市中央区千代田2-1-16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）★車通勤可楓相模原市中央区相模原8-6-7（相模原駅徒歩9分）ぼたん【勤務地】住宅型有料老人ホーム 

下記参照　パート

[受付]

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／社保完、交通費全額支給、車通勤可（駐車場有）、他

 7：00～9：00、17：00～19：30の時短も

年末年始手当有
有給休暇

ミニボーナス年2回 昇給年1回
処遇改善加算

[応募]1/20(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。

【勤務地】ぼたん・楓

愛川工場／愛甲郡愛川町角田960番地
本　　社／横浜市金沢区鳥浜町12-39

http://www.chuokankyokaihatsu.co.jp

（採用係）

中央環境開発株式会社

神奈川県唯一の石膏ボード再生事業者登録企業です

リサイクル材の
加工他工場作業員正社員

■石膏ボードリサイクル ISO 9001・14001取得企業

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参下さい。

046-285-6220

★玉掛・重機・フォークリフト免許ある方優遇

勤務地／愛川工場

高田橋

佐川急便

高田橋際
相模川

アメニティタワー
相模原

当社三栗山
スポーツ広場

高
田
橋

愛川町角田　社員

新規事業立ち上げにつき増員中

月給／日勤 250,000円以上
年令／59才以下（定年制）
時間／8：00～17：00※早出・残業有
休日／日曜、祝日、GW、夏季・年末年始、
　　　会社指定日（年間休日100日）
待遇／昇給年1回、賞与年2回、社会保険有、
　　　交通費支給（2万円迄）、車・バイク通勤OK、
　　　資格取得制度有、食事手当有 ※3ヶ月間研修期間有

社宅有

入社日
応相談

未経験者
OK！

厚木市山際1350-1 (担当／採用係)

■社会福祉法人誠々会 依知地域包括支援センター

特別養護老人ホーム 甘露苑
046-246-0158

http://www.kanroen.net

下記参照　常勤・非常勤

[応募]電話連絡の上、
履歴書(写真貼付)持参下さい。

①、②、④  待遇／通勤手当規定内支給、有給休暇あり、マイカー通勤可、月間休日10～11日（2月のみ9日）、
　　　  　　　　年間休日124日、昇給年1回、賞与年2回（6月・12月）、社会保険完備、住宅手当あり、扶養手当あり共通

③のみ 待遇／通勤手当規定内支給、有給休暇あり、マイカー通勤可
④のみ 通勤地が『依知地域包括支援センター』となります。
          （厚木市関口831-1、JAあつぎ依知支所前）

月給／177,000円～237,000円
　　　（業務手当含む）
時間／8：30～17：30 日曜休み
資格／介護福祉士、社会福祉主事、
　　　ヘルパー（2級以上）のいずれか
　　　普通自動車運転免許（AT限定可）

①【デイサービス】
　ケアワーカー（経験者）

常 勤

月給／257,000円～
      272,000円
　　　（業務・資格手当含む）
時間／8：30～17：30 日曜・祝日休み
資格／正看護師、保健師のいずれか
　　　普通自動車運転免許（AT限定可）

④【依知地域包括支援センター】
　正看護師または保健師

常 勤

時給／（正看護師）1,700円～
　　　（准看護師）1,500円～
時間／9：00～18：00 週3日～5日
　　　（勤務日により8：30～17：30、
　　　  9：30～18：30の場合あり）
資格／正看護師、准看護師のいずれか

③【特養】
　看護師

月給／213,000円～265,000円
　　　（夜勤手当4回分含む）
時間／【日勤】7：30～19：30のうち
　　　　　　実働8時間3交代制
　　　【夜勤】17：00～翌10：00 ※月4回あり
資格／社会福祉主事、ヘルパー（2級以上）、
　　　介護福祉士のいずれか

②【特養】
　ケアワーカー（経験者）

常 勤

非常勤

042-700-0277

相模原市緑区西橋本2-20-12(橋本駅徒歩10分)
西橋本みたけ保育園

社会福祉法人東の会

http://www.mitake-hoiku-nishi.com/
相模原市中央区小町通2-2-13(南橋本駅徒歩15分)
小町通みたけ保育園
http://www.mitake-komachi.com/

（法人本部採用係／今井）

西橋本・小町通　社員・パート

給与／207,000円～237,000円
資格／要保育士免許または幼稚園教諭免許
時間／7：00～19：00の間でシフト制
休日／4週8休（日曜、他シフトによる1日）、祝日、冬季 ★年間休日124日
待遇／昇給年1回、賞与年2回、各種保険完備、有給休暇、定年・再雇用制度有
　　　退職金、共済制度、子ども手当、賃貸住宅手当（20,000円位）、処遇改善手当

時給／1,113円（資格者）
勤務時間、曜日ご相談下さい

勤務開始希望相談下さい！
新卒・初任者もOK！
勤務希望園選択できます！

安定した社会福祉法人運営の認可保育園です。4月よりこども園に移行します。

勤務希望の方募集！！

保育士または
幼稚園教諭〈常勤〉

パート同時募集
［応募］電話連絡の上、履歴書持参下さい。1/20（月）より受付。★詳細は面談にて

新年度
令和2年4月

見学随時OK！
働きやすさが自慢！

正社員・アルバイト

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

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。

時給／1,200円～
時間／7：30～9：00
勤務日／月曜、水曜、金曜

清掃アルバイト 副業OK!!

★基本は現場直行直帰 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

日給／8,000円以上
時間／9：00～17：00

【アルバイト】

★基本は現場直行直帰
週3日勤務～
シフト勤務OK

仕事内容

相模原　社員・パート・アルバイト

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。
ベ ス パ ー

ＢＥＳＰＡＲ株式会社
相模原市中央区相模原2-13-2
服部ビル402 042-703-6525

女性スタッフ
活躍中

未経験
OK!

あなたの“夢”

叶えませんか？

空いた時間を
有効に活用
しませんか？

入社日
応相談

※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
勤務地【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]1/20(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

＋別途処遇改善加算
＋資格手当有

給与／19万円～22万円

[受付]
相模原市中央区千代田2-1-16

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

●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

●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！

明るい方お待ち

しています♪

夜勤パート

日勤パート
常 勤グループホーム梅

介護スタッフ

給与／70,000円～
　　　120,000円位
　　　※配布部数で異なります
時間／1:00～ ※1日3時間位
資格／要原付免許

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。1/20(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

給与／30,000円～
　　　50,000円
●月末～月初の7日程度。
●時間帯は自由!!
　家庭と両立出来ます♪

【パート】

年令不問 男女不問

未経験
者

大歓迎
♪

朝刊配達 集 金

※休日・時間等詳細は面談の上で

【アルバイト】

給与・時給／当院規定に依る　勤務時間／9：00～17：00
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

相愛病院医療法人 相愛会
相模原市南区
当麻1632 042-778-2111㈹相模線「原当麻駅」下車徒歩10分

周辺／神奈中バス停=「原当麻」「原当麻駅」「原当麻駅入口」

通勤バスルート 相模原市内循環（星が丘・淵野辺・相模大野） 厚木方面（山際・金田）川尻方面（田名・大島・川尻）

当麻　職員・パート

＊無資格・未経験の方歓迎

＊17:00～19：00の2時間位（近隣の方歓迎）

＊要運転免許(新卒の方歓迎)

＊要運転免許（マイクロバスの運転含む）
＊定年後の男性も活躍中 《設備保守業務経験者優遇》

＊常勤職員さん
＊パートさんも活躍中

＊無資格・未経験の方歓迎
＊定年後の男性も活躍中

未経験の方も
親切・丁寧に指導致します

正・准看護師さん

看護補助さん
常勤職員さん
パートさん（週3日～可）

調理員さん

事務・雑務員さん

運転・雑務員さん

ブランクのある方も
歓迎します

短時間パートさん（若干名）

パートさん
常勤職員さん

（ ）

見学してみませんか？ 働くお母さんの味方です。

小さなお子さんの
いらっしゃる
看護師さん、
看護補助さん
お気軽に

ご相談下さい。

｝

｝

相模原市中央区淵野辺本町3-22-16
ダスキンサンライズ株式

会社 0120-150-518
042-753-0518

営業はありません。それぞれの仕事内容は面接にて。

《一般事務》 時給／1,100円～
《営業事務》 時給／1,250円～※要普免
勤務／週3～4日、試用期間有
時間／9：00～16：00、10：00～17：00 ※交替制

休日
土曜、日曜、祝日

正社員も
同時募集

少しだけ
お仕事したい方

たくさん
お仕事したい方

PC入力、伝票処理
電話応対、他

淵野辺本町　パート・アルバイト

ダスキン　 スタッフ募集!!
事務員

時給／1,200円前後
　　  （月収/80,000円以上）
勤務／週3日、試用期間有
時間／9：00～15：00位社用車で会社・お店の

マット・モップの交換

業務配送
スタッフ

勤務／週1～2日

月収／30,000円以上
勤務／週3～4日

月収／70,000円以上
時間／9：00～13：00位

自家用車で自宅から直接
ご家庭のモップ等の交換
（緑区東部中心）

家庭配送
スタッフ

アットホームな小規模施設です

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

●入居者様のお問い合わせもお待ちしております

日給／17,500円～ 
　　 ※5回目以降18,000円
時間／18：00～翌9：00
資格／ヘルパー2級以上
待遇／昇給年1回、交通費全額支給

夜勤
スタッフ
（パート）

募集!!
●扶養内 ●週1日～ ●Wワーク

車通勤
可

土日祝
どれかだけ
でもOK♪

未経験
も可

施設見学も出来ますのでお気軽にお問い合わせ下さい



相模原市中央区相模原1-3-8岩本ビル4A

訪問介護サービス「夢(ドリーム)」

[応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参でご来社下さい。
　　　介福登録証・ヘルパー修了証(2級以上)・印鑑を必ず持参下さい。

042-730-5720

※詳細は面談にて給与／当社規定による
正社員さん（サービス提供責任者・ヘルパー）

時給／ 1,500円～1,900円
資格／介護職員初任者研修（ヘルパー2級以上）、要普免
時間／都合に合わせます

相模原　パート

●資格のない方も資格取得7割助成

●介護福祉士資格所持者優遇

勤務開始日応相談!! 交通費全額支給!!

愛川町・相模原

近隣の方歓迎
!!

土日及び
夕方以降

出来る方優遇

登録
ヘルパーさん
急募!!

同時
募集

新しいスタートは当社で!!

月収／250,000円
　　　＋諸手当有

例）平均295,000円

大型4t

例）平均345,000円

月収／300,000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

だから
働きやすい

お仕事です

永く頑張って
おります!！

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】

麻溝台　社員

地場の
定期便

当社へ
転職した方

のほとんどが

転職者
大歓迎!

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

当社では
働く一人一人

の

環境が
整っています

!!

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

◎4t車と同サイズの為、4t経験者は直ぐ乗れます。

給与／最低保証25万円
　　　平均給与28万円～33万円

給与／最低保証25万円
　　　平均給与30万円～35万円

休日／土・日・GW・
　　　夏期・年末年始

給与／最低保証30万円
　　　平均給与30万円～40万円

資格所持者優遇

大型（9t車）運転手大型（9t車）運転手

大型（12t車）運転手大型（12t車）運転手

トレーラー　　運転手トレーラー　　運転手12m
台車（　　）

相模原市南区
麻溝台1-3-24

〈受付〉8：00～21：00
（担当/須賀）

■一般貨物運送事業

㈲エス・エス・ジー 042-856-1788 080-1355-9638
［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

ドライバー募集!!
下記参照　社員

給与／26万円～30万円
資格／中型免許
時間／7：30～17：30 ※多少残業有
休日／第2・4土曜、日曜、祝日、夏季、年末年始、GW

給与／日給12,000円～
資格／準中型免許（2017年2月までの普通免許）
時間／5：30～15：30頃 ※多少残業有

4t平ボディー
3t 都内・神奈川県内

の配送です

休日／金曜、年始、その他応相談
勤務／週1日～OK! WワークOK!
　　　※休日等希望に応じます

〈社員〉 〈アルバイト〉●社員登用有

その他のお仕事もあります。お気軽にお問い合わせ下さい。

長距離無し未経験OK

社会
保険

資格取得
支援有

有給
休暇有

報奨金
制度有
（年1回）

退職金
共済

（勤続1年目から）

借上げ
社宅有

1日1ルート配送!
神奈川県内の配送です

（2tワイドサイズです）

［応募］応募又はお問い合わせ、お気軽にお電話下さい。

厚木市山際　アルバイト・社員

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〈厚木店〉厚木市山際554-1 栗の里 P50台
山際本店

アルバイト ホール・キッチン・洗い場

時給／1,050円～
平　日 11:00～15:30(LO.15:00)
 17:00～21:30(LO.21:00)
土日祝 11:00～21:30(LO.21:00)

営業時間

●週1からOK
●土日のみでもOK!!
●1日3～5h位勤務できる方

バラとオルゴールで囲まれたレストランで働きませんか!!ラ
ウレシイ特典!!

毎日まかない、もしくは
持ち帰りお弁当付き

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／8,700円～10,500円

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）

分かりやすい研修!!（研修中は昼食付）

【勤務地】相模原市内・他

資格保持者
手当有

社員登用
制度有

寮希望の方
応相談

時間／20：00～翌5：00
日給／10,500円～12,000円

交通誘導イベント等

60代～70代
活躍中!!

（研修手当含）
入社祝金7万円

！
入社祝金7万円

！
入社祝金7万円

！

警備スタッフ募集!!

日勤

夜勤

●昇給あります! ●週3日～OK!

早く終わっても

日給保証!!

①看護師

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。1/20（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4-11-5(JR相模原駅より徒歩8分）
医療法人社団 仁和会 介護老人保健施設 とき

(担当／採用係)042-786-7725応募受付

詳細はこちらからもご覧下さい▶http://www.jinwakai.com/group.html

時間／8：45～ 17：15、16：45～翌9：15
休日／週休2日、祝日、夏季、年末年始 ※年間休日123日
待遇／昇給・賞与有、社保完、車通勤可、交通費規定内支給

②介護士
★資格／ヘルパー2級以上

常勤 
入職日
応相談!!

資格を活かしませんか!

月給／28万円～35万円

月給／22万円～30万円
※早出・遅出有

職員募集!!

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

有）柿澤塗装店
老舗の柿澤塗装店

は本物の工事店です。

地元で選ばれ続ける

）
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！

住まいの

総合病院

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

リフォーム

・相模原エリア
・町田エリア
・八王子エリア
・厚木エリア
　　　　　など

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

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!!

廃車or買取の

専門店です!!

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

至六地蔵

至大島

至
下
九
沢

駐
車
場

相和病院

さんり
治療院

農協
消防署

大沢中
入口

大沢小前

当社

大島　社員

給与／【2t】21万円～27万円
　　　【4t】24万円～30万円
休日／週休2日可（応相談）、日曜、祝日、他会社カレンダーによる
待遇／賞与年2回、社会保険完備、交通費規定内支給、制服貸与

相模原市緑区
大島1639

有限会社フジカ

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

※詳細は面談の上◎試用期間有

■一般貨物自動車運送事業

042-763-2865

4tウィング・2t平ロングドライバー

■フォーク免許
　あれば尚可

■要中型免許未経験からのチャレンジOK!

時間／5：00～

ドライバー募集!!

富士見　非常勤

〒252-0236 相模原市中央区
富士見6-1-1ウェルネスさがみはら6F

相模原市歯科医師会

日給／日曜……7,200円
　　　GW、1/4……　17,100円
　　　12/29～1/3…　24,600円

042-756-1501

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）を相模原市歯科医師会事務局へご提出ください。
　　　（直接持参、郵送どちらでも可）

※詳細についてはお問合せ下さい。

相模原口腔保健センター 歯科診療所

歯科衛生士募集

※日曜・GW・年末年始の勤務

★若干名

時間／8：30～12：30（日曜）
　　　8：30～17：30（GW、年末年始）

★車通勤OK

公益社団法人

歯科衛生士資格ある方

㈱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
※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】

勤務地…本社・淵野辺センター ★業務拡大につき同時募集!!

●年令不問
●曜日・時間自由

●冷暖房完備

●自転車・バイク通勤可

パート
しっかり
サポート
します!!

倉庫内仕分け・
検品作業等

時給／1,020円～
時間／9：00～17：00
★週3日～（扶養範囲内考慮）

※時間
応相談

3t車運転出来る方同時募集（運転手当有）

自転車・
バイク
通勤可

社員登用
機会有

車通勤
応相談

紙製品の
簡単な組立・
テープ貼り・

封入・検品等、各種有

下記参照　社員・アルバイト

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

［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

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

042-711-9412【第3工場】

給与／20万円～35万円（残業代含）
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

〉〉〉 第2工場

〉〉〉 第3工場

※年令・経験
　考慮します 

時給／

1,020円～

矢部　CM

［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。

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

営業ノルマ
一切ナシ!! Wワーク

もOK!!
学校行事
にもしっかり
対応!!

●週3日以上
　勤務出来る方（応相談）

パートさんパートさん

要普免

時給／1,350円～1,400円
時間／①  9：00～16：00
　　　②  9：00～17：00
　　　③10：00～16：00
　　　④10：00～17：00
休日／土、日、祝、夏季、年末年始、GW 
待遇／昇給有、社保完、制服貸与、
　　　車通勤可、交通費支給（規定有） ◎試用期間有

選択可 営業の経費は
会社負担!!｝

営業未経験でも大丈夫!!
新規業務好調につき、増員中!!

20代～50代
の女性
活躍中!!3名採用

予定!!

［応募］本日よりお気軽にTEL下さい。★入職日応相談　★職場見学だけでもOK

 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　正職員・パート

待遇／【共通】交通費全額支給、有給休暇有、車通勤OK 【正職】昇給年1回、賞与年2回、社保完、皆勤手当別途支給

①介護職員

月給／270,000円～
　　　※夜勤手当5回
　　　　（1回10,000円）含
　　　※介護職員処遇改善手当含
時間／【早番】 7：30～16：00 
　　　【日勤】  9：00～17：30 
　　　【遅番】11：00～19：30
　　　【夜勤】17：00～翌9.30
休日／週休2日（シフト制）

月給／270,000円～
時間／9：00～17：30
休日／4週8休

月給／227,000円～
　　　＋経験加算給有　※宿直4回含む
時間／9：00～17：30
休日／週休2日（シフト制）

時給／1,630円～

時給／1,280円～
時間／【早番】 7：30～16：00 
　　　【遅番】11：00～19：30
　　※早番のみ・遅番のみもOK

②管理栄養士

④生活相談員

③理学療法士
　作業療法士

●正職員 ●パート

〈無資格〉

〈介護福祉士〉

共に処遇改善手当・特定処置改善手当含む

月給／227,000円～ ※宿直4回含む
資格／普通免許、社会福祉主事以上お持ちの方
時間／9：00～17：30　休日／週休2日（シフト制） 利用者様の相談・面談

福利厚生充実 年間休日110日　

週3日～勤務OK

日帰り旅行などの
楽しい行事あります!

［応募］お気軽にお問い合わせください。（平日13時～18時迄）

軽自動車での配送も
多数有!
お気軽に
TEL下さい!!

下記参照　社員

相模原市南区相武台団地2-6-4-22

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 （採用係）

月給／198,000円～230,000円(経験に依る)
時間／コースに依る ※早朝有 ※夜間の配送ではありません

休日／週休2日（土曜・日曜）

待遇／昇給有、賞与有、社保完、車通勤可
●勤務地／町田

屋根材の配送（チャーター便） 3名の
採用予定!!2t

女性活躍中!!

その他
配送のお仕事
色々あります!!

042-754-8929相模原市中央区矢部3-21-15有限会社 ラポート企画 http://www.rapportplan.co.jp/
総合広告代理店

矢部　CM

名刺 年賀状

会社
案内

伝票 領収証 はんこ タオル シール ハガキ HP制作

喪中
ハガキ

封筒 チラシ 看板パンフレットカレンダー

介護
スタッフ

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]1/20(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

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

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 

勤務地：デイサービスやよい

勤務地：グループホーム 桜・春・住宅型有料老人ホーム ぼたん

★ 週1勤務～OK

給与／1勤務20,000円　　時間／17：00～翌9：30

他勤務地希望の方も
お気軽にお問合せ下さい。

勤務地：グループホーム  桜・春

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

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

駐車場完備で
通勤ラクラク♪

選べる勤務地

うれしい食事付♪

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

★ 週1日～可 
4h～OK♪

あなたの空いている時間を有効活用しませんか！

★ 週2日～可 
★自己申告の
シフト制 

下記参照　社員・パート

年2回
ミニボーナス
支給!!

資格・経験
不問!!

20代～60代
の幅広い

年代の方が活躍
しています!!

相模原市内に
多数施設有!!

●常勤

●夜勤パート

●日勤パート

●日勤パート

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

※委細面談
［応募］電話連絡の上、
　　　履歴書持参でご来社下さい。

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

勤務日数
応相談

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

60才、70才の方多数活躍中!!

未経験者OK 再入社も可

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）
ラポートを見た

とお伝えいただければ

特別価格で
ご案内致します!!

忘年会・新年会・賀詞
の催し物に最適!!

ミスターTK

代表）

新年会・賀詞
し物に最適!!

予約
受付中!!


