
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

担当
村松

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。

田名　常勤

(　　　)

常勤職員
リバーサイド田名ホーム

給与／248,480円～288,280円
　　　【夜勤4回、処遇改善加算、特定処遇改善加算含む】
賞与／833,400円～1,012,500円（4.5ヶ月／年）
　　　資格手当（別途支給）：介護福祉士8,000円／月
時間／①  7：00～16：00　②  9：00～18：00
　　　③10：00～19：00　④16：30～翌10：00
休日／年間休日109日、年1回長期休暇（連続9日間）、有給休暇
待遇／昇給年1回、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

シフト制

資格のない方には働きながらの
資格取得を援助します

特養介護職員募集

下記参照　CM

【日　時】6月20日（土）10：00～15：00
【場　所】ぽっぽ町田（町田駅5分）
【受講料】3,800円（修了証発行代含む）

ＮＰＯ法人総合福祉カウンセリングセンター
046-874-4745逗子市沼間4-15-2

HPからも
予約できます▶ 福祉カウンセリング

★要予約
（電話受付10：00～17：00 土日も可）

今、この時だからこそ！ 日常の様 な々場面で役に立ちます!!

※感染症対策は万全を期しております。

ルート配送【カゴ積み・カゴ降ろし】一部バラ

4tドライバー

月給／30万円～
時間／2：30～

資格／普通免許
（H19年6月～取得者は中型免許）

月給／30万円～
時間／23：30～

月給／31万円～
時間／17：30～

未経験
大歓迎!!

正社員

業務多数あ
り!!

急募!!

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

田名　社員・アルバイト

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）

※その他の時間帯有、
お気軽に

お問い合わせください

仕事量は豊富なので
お気軽にご相談下さい

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

同乗研修もあるので
安心です！

幅広い年代、男女共に
活躍できる職場！

充実の待遇で安心勤務!!業務多忙!!仕事量安定しています!!

アルバイト
も可

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

業務好調につき!!
正社員募集!!
協力会社同時募集!!

職場の雰囲気や作業内容など職場見学も出来ます!!

20代～
60代まで
幅広い年令層
活躍中!!

20代～
60代まで
幅広い年令層
活躍中!!

アルバイト同時募集 時給／1,020円～

第2工場レーザーオペレーターレーザーオペレーター

第3工場・ベンダー・Tig溶接・CO2・ベンダー・Tig溶接・CO2

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

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】

［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。

田名塩田　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。

相模原市中央区田名塩田3-309-1
サトランス株式会社

042-777-6820

給与／月給30万円～34万円＋賞与年2回
資格／要中型免許or準中型免許※～H19.6まで普免OK
　　　準中型・中型免許の資格支援制度があります
時間／13：00～24：00 ※実働8h（残業有）
休日／シフト週休制（月4～6日）※勤務曜日応相談
待遇／賞与年2回、社保完、制服貸与、退職金制度有、
　　　 資格取得支援制度有※全額支給（当社規定有）、
　　　制服貸与、有給休暇、慶弔休暇、マイカー通勤可、
　　　交通費支給、全車両バックカメラ・ドライブレコーダー付

4tド
ライバ

ー募
集!!

新規事業スタート !!

安定収
入で

働きや
すい環

境!

運行管理者
資格ある方優遇!!

ドライバー経験者
（特に4t以上）歓迎!!

※会社規
定有

下記参照　社員

【本社】相模原市中央区横山4-1-1
　　　(JR相模原駅徒歩15分)

[応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)
　　　持参でご来社下さい。

有限会社

アイシス　相模原

ドライバー募集!!
10tドライバー
給与／40万円～
時間／22：00～翌10：00位まで

■免許取得制度!!■評価手当有!!

0120-96-3062

10tドライバー 4tドライバー
給与／35万円～
時間／5：00前後開始

給与／30万円～
時間／5：00前後開始

休日／日曜、祝日、GW、夏季、年末年始
待遇／交通費支給、昇給有、社保完、有給休暇有、残業手当有、
　　　職務役割手当、制服貸与、車通勤可、資格取得支援制度有

幅広い年代の方、

女性も多数活躍中!!

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〉

当麻　パート

［応募］電話連絡の上、履歴書持参でご来社下さい。

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、有給休暇、制服貸与、あじさいメイツ（厚生福祉）加入

時給／1,250円～
資格／要フォークリフト免許
時間／8：30～17：30

社員登用有

●倉庫入出庫
　作業

●簡単な
　製品検査・
　包装

※見習い期間有

★PC入力有

2tトラック運転
できる方尚可

スタッフ募集!!

時給／1,015円～
時間／9：00～16：30

学校行事、扶養範囲内、入社日等対応します

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!

〈パート〉

未経験者
OK

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

●学生アルバイトさんも働けます!!
※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

[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

㈲サンワールド
■ 一般貨物自動車運送事業　関自振第1091号

麻溝台　社員

例）平均345,000円
月収／300,000円＋諸手当有大型

異業種から転職した方 頑張っています!!

月収／250,000円＋諸手当有
例）平均295,000円4t

安心充実

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／234,000円～259,000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＋その他休日
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

特養常勤

［応募］電話連絡の上、履歴書持参下さい。5/18（月）より受付。★詳細は面談にて

※資格取得全面支援（研修費＋交通費）

笑顔で働ける、
　アットホームな職場！

短時間夜勤で
　負担軽減！利用者に

　寄り添える現場！

042-764-2536相模原市緑区
下九沢1733

[応募]5/18(月)9：00～受付。電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参でご来社下さい。

㈲興栄社

下九沢　パート

時給／1,011円
時間／9：00～17：00（7h）
　　　※忙しい時多少残業有
休日／土曜、日曜、祝日、夏季、冬季
　　　（忙しい時は土曜・祝日出勤も有）

★徒歩・バイク・自転車・車通勤◎（バス通勤はご遠慮願います）
★近隣の方お待ちしています。

未経験者・
長期希望者歓迎!!

週3日～OK!!

扶養相談、行事等の休みについても
相談に応じます!!

エリア拡大につ
き

下記参照　社員・アルバイト

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!

手積みなし

アルバイト同時募集  週1日～OK!!
日給7,500円
日給6,750円
日給6,750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～

※実働6h・多少残業有

https://www.skunion.co.jp/

★②・③の勤務の場合

  週休2日30万円～

ドライバー大募集!!

3tドライバー

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



042-777-4641㈹
［本社］相模原市南区麻溝台3155（麻溝公園近く）㈱城山解体

◆自動車リサイクル法解体業
〈許可番号　20983000140〉

麻溝台　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。

時給／1,500円～
時間／8：00～17：00
待遇／作業服貸与、食事支給
休日／土、日、祝、夏季、年末年始、GW

職場はアットホームで、
雰囲気の良い職場です。〈場内作業〉

50代60代の方
活躍中

経験者優遇

自動車解体経験ある方!!業務拡張の為

お食事でもお弁当でも

厚木店

笹生農園直営 レストラン&ローズガーデン
さそう

【5月の営業時間】

※L.Oは20：00
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5月31日迄
RP5/17

切り抜いてお持ちください

厚木市山際　CM

創業50年

屋根付き
ウッドテラスで
お花を眺めながら
お食事できます。

10：00～

ペットもOK

バラが
見頃です

昨年のバラの様子

栗の里のお弁当

※価格は全て税抜

送迎ドライバー募集!!

相模原市中央区相生3-13-5 サンエイト相生201

●要普通一種免許
　（二種免・ヘルパー資格尚可）

【面接場所】

㈱スマイル介護サービス スマイル光が丘
042-748-8933

下記参照　パート

時給／1,011円 ※交通費規定内支給
時間／7：00～9：00、12：30～15：30
勤務／週3日（月曜、水曜、金曜）●メールができる方

●カーナビが操作出来る方

相模原
クリニック

［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
■一般貨物自動車運送事業

相模原市中央区田名塩田4-17-6
（JR相模線「番田駅」より車10分）

㈲久岡運輸 042-711-9095

http://www.hisaoka.co.jp/

待遇／賞与有、交通費支給（規定内）、社保完、制服貸与、車通勤可

ドライバー募集!!

月給／29万円～33万円
時間／0：00～11：00、5：00～17：00、
　　　9：00～20：00
勤務／月～土
休日／曜日固定のシフト制、他会社カレンダーによる※週休2日相談可

田名塩田　社員

●要中型免許

積込み場所は
相模原・厚木など

【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

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。

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）

https://toukeiservice.co.jp/

当社の
ホームページも
ぜひご覧ください!!

時間／20：00～翌5：00

日給／10,500円～
　  12,000円

時間／8：00～17：00

日給／9,000円～
　 10,500円

日勤 夜勤

下記参照　アルバイト

安定した
警備のお仕事
だから安心して
働けます!!

代～ 代
活躍中!!

早く終わっても
日給保証!!
早く終わっても
日給保証!!

昇給あります!昇給あります!

分かりやすい
研修!!

（研修中は昼食付）

週 日～
!

週 日～
!

相模原市南区麻溝台3688

◆総合物流事業　確かな物流で社会に貢献

エス・ティー・サービス㈱
グループ

神奈川営業所

[応募]お気軽に電話連絡の上、履歴書持参でご来社下さい。担当／斉藤

042-740-5628
042-740-5630

下記参照　社員・アルバイト

休日／当社ローテーションに依る
　　　※週休2日（土曜・日曜）も可
待遇／賞与年2回、社保完、健康診断有、
　　　交通費規定支給、有休休暇有、制服貸与

★週払も可 ★寮完備 ★免許取得制度有

2t・4t・10t
ドライバー大募集!!

②

③

①

4t 月給／350,000円以上
時間／1：00～13:00、15：30～翌3：30

安定の食品ルート
配送です!!

2t 月給／330,000円以上
時間／1：00～13:00、2：30～14:30

10t 月給／370,000円以上
時間／9：00～21：00、11：00～23：00、19：30～翌7：30

※残業有※終わり次第帰社可

［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

★電気工事士資格
　あれば尚可

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

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

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

月収例
300,000円

以上可
A B A B

資格取得
支援制度有

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　CM

総合広告
代理店

軽貨物ドライバー募集

●月給／当社規定に依る ※運行内容に依り給与の変動有

●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

★安心価格にてご案内しています★

断然お得です!!
［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

仕事量は豊富
です !!

安心して働け
ます !!

専門の引越し業者に
依頼するより

50代・60代
の方活躍
出来ます!!

女性
活躍中!!

車持込み
も大歓迎

会社は
アットホーム
な雰囲気

時間／6：00～16：30、9：00～19：30
　　　※1日7.5h＋残業
休日／週休2日

月給／320,000円～
運行管理者（内勤

）

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

資格／要中型免許（H19.6以前の普通免許可）、要大型免許
時間／5：00～17：00 ※9：00～のコース、その他時間帯もあります
休日／週休2日

月給／308,467円
　　　（24日勤務の例）

月給／361,824円
　　　（24日勤務の例）

中型ドライバー 大型ドライバー

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。

●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!希望休もとれます♪
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!!

有休・育休
キチンと取れて
いますか?


