
厚木店創業50年 046-245-1341
〈厚木店〉厚木市山際554-1

時給／1,050円～
時間／1日3～5h位勤務できる方
待遇／交通費支給、車通勤可
　　　※年令不問

毎日まかない、もしくは
持ち帰りお弁当付き!!

バラ満開のレストランで
働きませんか!!

ウレシイ
特典!!働きませんか!!

5月の短期又は

長期スタッフ募集
ホール・キッチ

ン・洗い場

WワークOK
主婦（夫）の方活躍中!

●土日のみ・平日のみのランチ応相談

土日の
昼間

平日の
昼間

笹生農園直営レストラン&ローズガーデン
さそう

時給／1,011円～
時間／11：00～17：00
休日／土曜、日曜、祝日
待遇／交通費規定内支給

※大学の夏休み、春休み期間は、短縮営業となりますので、出勤日を調整します。

パートさん〈生協店舗〉

相模原市中央区淵野辺1-17-71（麻布大学内）

麻布大学生活協同組合
［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参下さい。10:00～14：00の間で受付。担当／木村・荒井

042-754-1380

淵野辺　パート

◎仕事内容：書籍作業、各種受付、レジ等基本
週4勤務

扶養
範囲内可!!書籍経験者

歓迎!!

近隣の方
大歓迎!!

日勤パート

給与／1勤務20,000円
時間／17：00～翌9：30

★週1勤務～
OK

夜勤パート

給与／19万円～22万円＋別途処遇改善加算＋資格手当有 常 勤
平均年収330万円

調理スタッフ
★土・日
　できる方

相模原　社員・パート

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

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）

時間・曜日
応相談

★各種手当有
★週2日～OK!! ★自己申告のシフト制

042-751-0017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

資格・経験不問!!資格・経験不問!!

[応募]3/16(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。

時給／1,020円　時間／16：00～19：00

■マシニングセンター（ヤマザキマザック、森精機）
■汎用フライ

■■■正社員・アルバイト募集■■■

正社員

相模原市中央区東渕野辺4ー31ー25
URL　http://www.imai-ss.co.jp/

[応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参下さい。

㈲今井製作所

042-753-4023
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時間／8：00～17：00(残業有)
休日／日曜、当社カレンダーに依る、夏季、年末年始、GW
待遇／交通費全額支給、制服貸与

アルバイトも同時募集

月給／20万円～35万円
　　　（能力・経験による）★賞与年2回

（※経験者に限る）

東渕野辺　社員・アルバイト

若い方から年配
の方まで

活躍できます!
!

年令不問

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）

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

＊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）

ブランクのある方も
歓迎します

お子さんを連れて出勤してみませんか？
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。

｝

当麻　職員・パート

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。

②、④共通 待遇／通勤手当規定内支給、有給休暇あり、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、
　　　　　　マイカー通勤可

①、③共通 待遇／通勤手当規定内支給、有給休暇あり、マイカー通勤可

①運転手（兼 清掃作業）

月給／256,000円～283,000円
　　　（正看護師の場合  業務・資格手当含む）
時間／9：00～18：00
　　　 (勤務日により8：30～17：30、
　　　 9：30～18：30の場合あり）
資格／看護師免許または准看護師免許  

④【特養】
　正看護師または准看護師

常 勤

時給／1,020円～1,120円
　　　 （勤務日数は応相談）
時間／7:30～16：30 実働8時間、休憩60分 
　　　(勤務日により9：30～18：30、
　　　 10：30～19：30の場合あり）
資格／特になし

③【特養】
　ケアワーカー

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

時給／1,011円
時間／8：30～17：30 
勤務／日曜以外の週3日勤務
　　　（月・水・金→翌週火・木・土の繰返し）
資格／普通自動車運転免許（AT限定可）

非常勤

★処遇改善手当別途支給

★処遇改善手当別途支給

下記参照　社員

相模原市中央区青葉1-17-19

［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／八木】

042-711-7994

■内装業・住宅リフォーム＆リノベーション

資格／要普免、18才以上
時間／8：00～17：00(現場による) ※残業有
休日／日、祝、GW、夏季、冬季、他
待遇／昇給有、社保完、車通勤OK、寮有、
　　　研修修了後祝い金有

しっかり安定して働くなら、このお仕事がピッタリです!!

クロス職人
月給／30万円～60万円以上
　　　（経験等に依る）

月給／250,000円～
時間／7：00～17：30（休憩75分）
　　　※超勤月50h以内　　
休日／土・日・祝、他
資格／要中型免許、定年65才（雇用延長可）

町田市忠生　社員

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）

（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。

まずはお気軽にお問合せください!

運転手募集!

2t中型ドライバー

[応募]電話連絡の上履歴書(写真貼付)持参でご来社
下さい。※受付／9：00～17：00 ※詳細は面談にて

●

●

●

オシャレな化粧品を
扱うお仕事です♪♪

西橋本　パート・アルバイト

　　　　 　● 仕事内容 ●
化粧品容器を生産機械にセットしたり、
ベルトのスピードに合わせてのキャップ締め、
製品の外観検査といった流れ作業です。

時給／ フルタイム  1,070円
時間／8：30～17：30
休日／日曜、祝日、土曜（月1～2回の出勤あり）、

　　　　 GW、夏季、年末年始

時給／ 4時間勤務  1,020円
時間／8：30～12：30または13：30～17：30
休日／会社カレンダーに依る

女性活躍中未経験可!
時給UP
しました!!

掲載後も
随時募集中!!

★社会保険有

相模原市緑区西橋本1-14-41（ザ・ビッグさんの裏）

042-772-0251

アサヌマコーポレーション㈱
相模原工場

■化粧品製造・充填・梱包・検査

（担当／採用係）

橋本五差路

至厚木 至横浜

橋本変電所前

マクドナルド

橋本駅
南入口

協同病院

アリオ橋本

西
橋
本
2

相模原
工場

ザ
・
ビ
ッ
グ

橋本駅

042-763-3827
相模原市緑区下九沢1549-1

[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／原

㈲クローバー

フライパン型ポップコーンの製造

六地蔵

分水池

上中ノ原

ウエルパーク

当社

塚場

中ノ原
クレストヒルズ

セブンイレブン

九沢橋

下九沢　パート

時給／1,015円～
時間／①  8：30～12：30
　　　②12：30～16：30
休日／土曜、日曜、祝日、年末年始、
　　　夏季休暇（繁忙期は土・祝出勤の場合有）
待遇／昇給・賞与有、各種保険完備、作業衣貸与、
　　　有給休暇(最大年20日)、従業員旅行（会社全額負担）

パートさん急募!!業務拡張のため

40代～50代の方

多数活躍中!

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

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

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！

日給／11,000円
【アルバイト】
同時募集

※曜日は応相談 

 5t・8t・10tの
ミキサー車
ドライバー募集

[応募]まずはお電話下さい。受付／11：00～17：00（月～金） 担当／大久保

時給／1,100円～
　　　（試用期間有 時給／1,011円）
時間／7：00～17：00のシフト制

エンゼルフーズ㈱
■幼稚園・学校給食の製造・販売

042-700-5511相模原市緑区橋本台1-20-7
（橋本五差路近くのイエローハットさん裏手）

休日／日曜、祝日、年末年始、
　　　他給食実施カレンダーによる
待遇／制服貸与、昼食補助 ［勤務地］誠心こども園内調理室

　　　　（中央区宮下3-16-17）

年齢不問勤務開始日

応相談

時間・曜日お気軽にご相談ください♪

調理員さん

時給／1,200円～（試用期間有）
時間／7：00～17：00のシフト制
資格／栄養士免許

栄養士さん

宮下　パート

無資格
未経験OK4月スタート

の

新規スタッフ
募集!!【パート】

下溝　アルバイト

日給／会社規定に依る
資格／準中型免許
時間／①4：00～8：00
　　　②15：30～20：30
待遇／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。

短時間アルバイトアルバイト

日給／10,590円～
資格／準中型免許
休日／会社カレンダー
待遇／昇給有、社会保険完備、車通勤可

相模原市南区下溝2094-3㈱東邦運輸 042-777-8211
 神奈川営業所

4tドライバー募集!
長距離なし! 手積みなし!

週2・3日OK 同乗研修有女性も活躍中!!

社員登用
制度有

清水一産業株式会社
042-777-2211相模原市南区当麻870-4 担当／清水

〈受付・面接地／第二工場〉

南橋本・当麻　パート

◎簡単な製品検査・包装

◎誰でもできる
　簡単な梱包及び検査作業

時給／1,020円～※見習い期間有
時間／9：00～16：30
休日／土曜、日曜、祝日、他会社カレンダーによる
待遇／昇給有、社保完、交通費支給(会社規定による)、
　　　有給休暇、制服貸与、あじさいメイツ（厚生福祉）加入

スリーエムジャパン㈱内
相模原市中央区南橋本3-8-8
（橋本五差路近く）

本社工場（相模原市南区当麻727）
第二工場（下記参照）

【勤務地】
当麻

【勤務地】
南橋本

［応募］電話連絡の上、履歴書持参でご来社下さい。

お子様がいらっしゃる方にも
　　　　　　　　安心の環境が整っています!

学校行事、扶養範囲内、
入社日等対応します

パートさん

募集!!

未経験者
OK!

　　

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）

■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

水郷田名・下九沢　社員

今働いている
17才
今働いている
17才

今働いている
32才
今働いている
32才

年収／
300万円
年収／
300万円
年収／
600万円
年収／
600万円

頑張った分だけ稼げる!!

若い力を求む!!

職人さん募集!! 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。

住まいの

総合病院

［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　パート・アルバイト・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

月給／210,000円以上
資格／要クレーン運転士免許
勤務／週5日

■天井クレーン
　オペレータースタッフ

採用枠多数!!仕事は安定!!

20代～60代の方々
幅広く活躍できます!!

月収例
300,000円以上可

★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 B

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1752-7

時給／1,264円～
時間／1日8h、週5日

■電気工事士
　配管工
　組立スタッフ

※研修期間有

A B

A B

資格取得
支援制度有

是非

ください
!!

是非是是非是非

くくくだくだ

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～

①事務員（パート） 簡単なパソコン入力、電話応対等

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

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

[応募]電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参下さい。3/16（月）より受付。
はく

白鷹運輸㈱
よう

［面接地］
本社／相模原市中央区東淵野辺5-2-8 042-754-9299

麻溝台　社員

月給／34万円以上 ※手当含
時間／8：00～17：00（早出有）
休日／会社指定土曜、日曜、祝日、GW、夏季、年末年始
待遇／社保完備、賞与年2回、交通費支給、車通勤可、制服貸与

※詳細は面談の上

【勤務地】麻溝台

※試用期間有 勤務開始日 ご相談ください。

しっかりと
腰を据えて

一人一人の
スタッフを大切に

働きやすい職場を

目指して…
働ける環境です!

年令問わず
活躍中!!

042-751-0017

[応募]3/16(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。

相模原市中央区千代田2-1-16（市役所桜通り沿い）
グループホーム 桜

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

給与／1勤務20,000円
時間／17：00～翌9：30

給与／19万円～22万円
　　　＋別途処遇改善加算＋資格手当有 

未経験者・資格ない方もOK! 時間・曜日応相談!
家庭と両立しながら働ける安心の職場です!!

千代田　社員・パート

介護スタッフ募集!!
夜勤 パート

日勤 パート

常 勤

週1
勤務～
OK

週2日～
可 

平均年収

330万円

他勤務地希望の方も
お気軽に

お問合せ下さい。



●日勤パート

042-768-1025
相模原市中央区共和3-9-23（淵野辺駅徒歩15分）

楓住宅型有料老人ホーム 

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

[応募]3/16(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。

介護スタッフ大募集

年末年始手当有

ミニボーナス年2回

曜日応相談 各種手当有 週2日～OK!!自己申告のシフト制

有給休暇

昇給年1回

処遇改善加算

共和　パート

車通勤可

WワークOK!!
働き方相談にのります

時間
応相談

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）

●昇給年1回 ●賞与年2回（業績による） ●社保完 ●有給休暇 ●車通勤OK
●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
●社会保険倶楽部加入 ●残業手当・ライフプラン手当・休日出勤手当有

※その他の時間帯有、お気軽にお問い合わせください

ルート配送【カゴ積み・カゴ降ろし】

幅広い年代、男女共に活躍できる職場！
同乗研修もあるので安心です！
仕事量は豊富なのでお気軽にご相談下さい

4tドライバー
月給／31万円～
時間／23：30～

日給／13,000円～
時間／22：00～
勤務／第2・4月曜日

正 社 員

大型ドライバー
アルバイト

未経験
大歓迎!!

仕事量安定!!充実の待遇で安心勤務!!

WワークOK!!

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

［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

フォークリフトオペレーター
時給／1,230円
時間／8：00～17：00

月収例／23万円位 ★祝日休み

2名

待遇／社保完、有給休暇、車通勤OK、制服貸与、残業手当（規定内支給）、休日出勤手当有 

田名　社員・アルバイト

資格／普通免許（H19年6月～取得者は中型免許）

※要大型免許

042-751-0017

[応募]3/16(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。

★他勤務地希望の方もお気軽にお問合せ下さい。

グループホーム 春

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～
時間／8：45～17：15
　　　★自己申告のシフト制

 週2日～可 

日勤パート

常 勤

給与／1勤務20,000円
時間／17：00～翌9：30週1勤務～OK

夜勤パート

平均年収330万円

相模原　社員・パート

相模原市中央区相模原7-9-26

介護職員募集!!【社員・パ―ト】

★相模原駅徒歩6分★

＋別途処遇改善加算＋資格手当有

給与／19万円～22万円
　　　＋別途処遇改善加算
　　　＋資格手当有 

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／20：00～翌5：00

日給／10,500円～
　  12,000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）

（研修手当含）（研修手当含）

【勤務地】相模原市内・他

交通誘導・イベント等交通誘導・イベント等

昇 給
あります!
昇 給
あります!

週3日～
OK!
週3日～
OK!

時間／8：00～17：00

日給／9,200円～
　 10,500円

https://toukeiservice.co.jp/

当社の
ホームページも
ぜひご覧ください!!

※手当含む

資格保持者手当有 社員登用制度有寮希望の方応相談

（研修中は昼食付）

60代～
70代
活躍中!!
60代～
70代
活躍中!!

日勤 夜勤

厚木店
笹生（さそう）農園直営
レストラン&ローズガーデン

厚木市山際554-1

相模川

R16

橋本五差路

046-245-1341 P50台
山際本店

クレジットカード（JCB・VISA・MasterCard）使用可能に!! ※キャッシュレス5％還元事業に参加

キ
　
リ
　
ト
　
リ

【有効期限】 2020年3月31日迄 RP3/15

切り抜いてお持ちください

厚木市山際　CM

創業50年
※宴会コースではご使用できません

お食事代合計からまたは…

有頭大エビフライと
米沢牛脂入りハンバーグ
220g（ライス付き）

米沢牛フェア
開催中!!

特別価格特

1,600円（税別）
2,000円

グループ合計 税別4,500円以上お食事されると

冷めても美味しいモチモチ食感!!

キヌヒカリ2kgプレゼント

●他のサービスとの併用不可
●厚木店のみ使用可

!!

お米
約13合分

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

景気に左右されないお仕事なので
安心して働けます!!　

時給／1,200円～
時間／9：00～10：30
勤務日／月曜、水曜、金曜
勤務地／町田のテナントビル

清掃スタッフ

基本は
現場直行直帰

副業OK!!

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

女性スタッフ
活躍中

下記参照　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。

相模原市中央区相模原2-13-2
服部ビル402

ベ ス パ ー

ＢＥＳＰＡＲ株式会社 042-704-9547

入社日
応相談

空いた時間を
有効に活用
しませんか？

あなたの“夢”

叶えませんか？

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。

未経験
OK!

女性
活躍中!!

［応募］お気軽にお問い合わせください。（平日13：00～18：00迄）

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㈱
ヨ ロ ズ ヤ　  フ　　　ユ

萬 （採用係）

下記参照　社員

お仕事は

豊富に

あります!!

月給／187,000円～230,000円
時間／コースに依る

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

軽貨物ドライバー募集

会社はアットホームな雰囲気だから

安心して働けます !!

円

※詳細は面談にて

2t
ドライバー
同時募集

※詳細は面談の上

しっかり面接で
話し合いませんか？

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

麻溝台　社員

[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】

042-777-5081相模原市南区麻溝台4-2有限会社 サンワールド■ 一般貨物自動車運送事業
　関自振第1091号

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

転職者大歓迎!

下記参照

046-284-5535
エスケイユニオン㈱ 座間配車センター
座間市広野台2-10-10 GLP座間3F
（イオンモール座間となり）

採用
担当

応募専用
ダイヤル

■運送業
[応募]下記までお気軽にお電話下さい!

　社員・アルバイト

ドライバー5名大募集!! 3tドライバー

日給7,500円
日給6,750円
日給6,570円

［　　   ］

①20：00～

②　4：00～

③11：15～

★①②③の組合せはご希望に応じます。ご相談下さい!

★①・②の勤務の場合 週休2日 31万円～
★②・③の勤務の場合 週休2日 30万円～

※実働6h・多少残業有

動か
ない車 使って

いない車 車検切れ
の車

・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

①看護師

相模原　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。3/16（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

入所 

職員募集!!入職日応相談!!

時間／8：45～17：15

時給／1,500円～1,600円

②介護士

休日／〈常勤のみ〉週休2日、祝日、夏季、年末年始 ※年間休日123日
待遇／〈常勤のみ〉昇給・賞与有、社保完 〈共通〉車通勤可、交通費規定内支給

時間／〈早出〉 7：00～ 15：30
　　　〈遅出〉11：30～20：00

資格／ヘルパー2級以上

月給／28万円～35万円

通所

非常勤 

時間／8：45～ 17：15、
　　 16：45～翌9：15

●週3日～勤務可

常 勤 

非常勤 

時給／1,110円～1,200円

●週3日～勤務可

矢部　パート

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

学校行事
にもしっかり
対応!!

月曜～水曜のお仕事です!!
●要普免時給／1,400円以上

時間／①  9：00～15：00
　　　②13：00～17：00（18：00）
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

大手企業と業務提携の為

Newメンバー大募集!!
パートさんパートさん

［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。

Wワーク
もOK!!

20代～50代
の女性
活躍中!!

営業未経験でも

大丈夫!!

営業ノルマ
一切ナシ!!

営業の経費は
会社負担!!

あなたの家は病気してませんか？

訪問販売専門店や

丸投げリフォーム専門店

とは格が違います !

だからできる最高のサービス !

当店にお任せ下さい！当店にお任せ下さい！

完全自社施行完全自社施行

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）

■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

　CM 水郷田名・下九沢

雨樋の
外れ

外壁の
ひび割

れ チョーキ
ング

　　現
象

外壁の
コケ

木部の
剥がれ

コーキング
の

ひび割れ

ホーム
ページ

リニュ
ーアル

しまし
た！

屋根の

コケ剥
がれ

ベランダの
ひび割れ

住まいの 総合病院

ｰKakizawa SNSｰ
施工風景や様々な情報を更新中！

@kakizawatosouten

地元信頼度No.1!!

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

http://www.sagamihara-terakoya.com/

創志館～相模原てらこや～では、
当団体の活動に賛同していただける
企業様を募集しております。
協賛企業として、
相模原の子どもたち、
若者たちの活動を支援して
いただけると幸いです。 

協賛企業様募集のご案内

1企業様　3,000円（年間）

当ホームページでのご紹介と、
企業様のホームページへのリンク
事業のチラシ、パンフレット等
紙媒体への企業名掲載

詳しくはHPからお気軽にお問い合わせください!

協賛金

協賛企業様への特典

下記参照　CM


