
042-756-6698

今なら

お試し無料サ
ンプル品

プレゼント!!

今なら

お試し無料サ
ンプル品

プレゼント!!

＊商品についてのお問い合わせはお気軽にメールまたはお電話下さい !＊商品についてのお問い合わせはお気軽にメールまたはお電話下さい !＊商品についてのお問い合わせはお気軽にメールまたはお電話下さい !
＊10Lのお取り扱いもございます。＊10Lのお取り扱いもございます。＊10Lのお取り扱いもございます。＊配送料：相模原市内及び近隣地域 550円 ( 税込 )＊配送料：相模原市内及び近隣地域 550円 ( 税込 )＊配送料：相模原市内及び近隣地域 550円 ( 税込 )

安定型複合塩素製剤

ドクター
Dr.Dr.無敵無敵

製剤製剤

敵敵

Dr.無敵 500ml 1,800円 (税込1,980円 )
 5L 11,000円 (税込12,100円 )

より詳しい試験データ
安全性に関してはこちらから

㈲ラポート企画 
神奈川県相模原市中央区矢部3-21-15

Limpio(リンピオ) 代理店

に効く除菌剤 !!

インフルエンザウイルス
コロナウイルス
ノロウイルス
犬コロリ病

インフルエンザウイルス
コロナウイルス
ノロウイルス
犬コロリ病

kr@rapportplan.co.jp

アルコールでは
除菌できないウィルスも
Dr.無敵なら大丈夫!!

しかも手荒れの心配なし

アルコールでは
除菌できないウィルスも
Dr.無敵なら大丈夫!!

しかも手荒れの心配なし

関西方面では沢山の施設、病院、会社、
お店などでご使用いただいております!!
関西方面では沢山の施設、病院、会社、
お店などでご使用いただいております!!

受付時間：

平日9：00～17：00

下記参照　CM

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　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。

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

待遇／作業服貸与、食事支給　休日／土、日、祝、夏季、年末年始、GW

●2t・4tドライバー

給与／当社規定に依る
時間／8：00～18：00

時給／1,500円～
時間／8：00～17：00

★経験者優遇

根小屋　パート

042-751-0017
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]7/27(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。

給与／1勤務20,000円
時間／17：00～翌9：30
待遇／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

介護
スタッフ
大募集

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～
　　＋別途処遇改善加算＋資格手当有
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

時給／1,020円～
時間／5：30～10：00
　　 15：00～19：30
[応募]7/27(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。

共和　パート

曜日
応相談

週2日～
OK!!

【自己申告のシフト制】■日勤パート

■調理スタッフ 時間
応相談

Wワーク
OK!!

働き方相談
にのります

ミニボーナス年2回

有給
休暇

昇給
年1回

年末年始
手当有

各種
手当有

処遇改善
加算

[応募]電話連絡の上、履歴書持参でご来社下さい。 担当／採用係

URL:http://www.k-okamoto.co.jp
相模原市中央区宮下本町2-40-5

042-759-5591㈹

■ビル・住宅の改修全般　    神奈川県知事免許(般-29)第060269号

男女
営業事務 正社員

給与／20万円～60万円+手当
資格／要普免
時間／8：30～17：30

給与／19万円～38万円
時給／1,011円～
時間／　 8：30～17：30（社員）
　　　　 8：30～17：30（パート）
　 は時間帯応相談、週3日以上できる方

休日／年間100日当社カレンダーにより、日曜、祝日、夏季、年末年始
待遇／賞与年2回、社会保険完備、車通勤可、有給休暇、他各種手当有、決算ボーナス有

Okamoto corporation

★年令不問!

★経験者優遇!

★未経験OK! ★長期働ける方
　　大歓迎!

★試用期間有

管工事・電気工事・
建築工事・空調工事など

建設事業に必要な書類作成
及び見積り作成
営業補助も含みます

現場は都内・神奈川県内が中心です

宮下本町　社員・パート

A

B

B

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。

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。

｝

｝

■一人親方も募集

下記参照　社員・委託　

株式会社アヤノ塗装
042-768-7042相模原市中央区青葉1-17-19

■塗装業 [応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参でご来社下さい。

アヤノ塗装

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

〈給与例〉30才男性 入社10年目…月給／450,000円～
　　　　41才男性 入社20年目…月給／450,000円～

日給／10,000円～20,000円 ※昇給随時
塗装職人及び見習い募集!!

週3日～出勤OK
男女不問

残業・休日手当有

例）平均345,000円
月収／300,000円
　　　＋諸手当有

大型月収／250,000円
　　　＋諸手当有

例）平均295,000円
4t

※詳細は面談の上

安心充実
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】

固定先の地場配送!!

麻溝台　社員

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

こんな時だからこそしっかり安定収入を
目指しませんか？

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）ご持参下さい。

5人体制!!
チームワークでの
入浴サポートなので

安心です！

●お持ちのスキルに応じて時給変動●
　未経験・無資格⇒時給1,095円～
　初任者研修⇒時給1,155円～
　介護福祉士⇒時給1,195円～

はじめは利用者さんの
お名前とお顔を覚える

ところからはじめましょう♪

20代～40
代の方が

多数活躍！

お子様の学校行事や急な体調不良でもフォロー体制バッチリで安心して働けますよ！

未経験、ブ
ランクある

方、

無資格の方
も大歓迎!

!

中央　パート

時給／1,095円～1,195円以上 ＋交通費支給　　
待遇／昇給あり、賞与年1回（昨年実績最大20万円）、社会保険完備、
　　　交通費支給（月2万円まで/実費支給）、車・バイク通勤OK、無料駐車場完備、
　　　福利厚生加入制度、資格手当あり、資格取得支援制度あり、制服貸与OK

時間／9：00～12：00
勤務／週2日～

時間／7：00～16：00
　　　9：30～18：30
　　 10：30～19：30
勤務／週1日～
　　　※勤務日、時間応相談

入浴パートさん 日勤パートさん

042-751-7732
特別養護老人ホーム
相模原市中央区中央5-3-18

社会福祉法人　泰政会 泰政園
■特養・デイサービス併設の介護福祉施設

愛川町角田　契約・パート

時給／1,020円～
時間／7：00～11：00（実働4h）
休日／①5勤2休（日曜、祝日、他1日）
　　　②4勤3休（日曜、祝日、他2日）
待遇／通勤交通費全額支給（会社指定ルート）
　　　制服貸与、賞与年2回（業績による）、
　　　有給（規定あり）、健康診断（年1回）、
　　　①のみ搭乗優待航空券（入社1年後）

東京都大田区東糀谷6-7-56
ANA訓練センター内

■ANA関連施設の総合ビルメンテナンス

ANAスカイビルサービス㈱

［応募］電話受付：7/27（月）9：00～　※まずはお電話ください

03-6700-2811 採用
担当

午前中のみ4時間のお仕事!

働くあなたをしっかりサポート!!
安心して働ける体制が整っております!!!

清掃スタッフ

【仕事】地域総合病院での清掃のお仕事

★経験不問（親切指導で安心してお仕事スタート）

★マイカー通勤OK♪

親切・丁寧な研修がありますので未経験の方も安心してスタートできます♪

【勤務地】

愛川北部病院
（愛甲郡愛川町角田）

神奈中バス
『愛川北部病院前』
『愛川バスセンター』
各バス停下車徒歩3分

契約・パート

★夏季・冬季に
　賞与あり

女性活躍中!

軽貨物で安心価格にて
ご案内できます!!

軽貨物で安心価格にて
ご案内できます!!

［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　CM

荷物の
事

お気軽に
TEL下さい!!
お気軽に
TEL下さい!! 週1勤務～OK

042-751-0017

[応募]7/27(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

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 

下記参照　社員・パート

夜 勤

日 勤

常 勤

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。

グループホーム 春
相模原市中央区相模原7-9 -26

 〈パート〉

 〈パート〉

家庭と両立しながら働ける安心の職場です!!

時間・曜日
応相談!

介護職員募集!! 【社員・パ―ト】

平均年収
330万円

経験あれば
資格不要!

週2日～可 

未経験・資格ない方もOK!



[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／8：00～17：00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）

時間・曜日お気軽にご相談ください♪

　　　　 時給／1,400円～
（試用期間有  時給／1,200円）
時間／8：00～17：00のシフト制

宮下　パート

新規スタッフ募集!!

勤務開始日応相談

調理員さん 栄養士さん

年齢不問

【パート】

無資格・
未経験OK

資格／
栄養士免許

下記参照　社員

相模原市南区麻溝台3-13-4

■一般貨物運送事業

㈲エス・エス・ジー
042-705-7802

〈受付〉8：00～21：00（担当/須賀）
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。

【月収例】  26万円～32万円 
　　　　 

給与／日給10,000円～

時間／5：30～14：30  ※多少残業有
休日／月曜、年始
勤務／火曜～日曜
資格／要中型免許
待遇／社会保険、退職金共済（勤続1
　　　年目から）、研修期間有、
　　　制服貸与、車・バイク通勤可、
　　　試用期間3ヶ月

荷物は軽いので女性

でも安心して運べます

【配送エリア】
神奈川県、多摩地区

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。

4t
ドライバー
募集!!

2tドライバーも同時募集

食品トレー
などの配送

有給休暇有

報奨金制度有

資格取得支援有

借上げ社宅有

WワークOK!!

相模原市中央区相生3-13-5 サンエイト相生201

相模原市南区麻溝台6-12-12

●パート（登録）業務拡大につき

【面接場所】㈱スマイル介護サービス 
042-748-8933
042-759-7005

下記参照　パート

時給／1,300円～2,100円
資格／初任者研修終了者以上
待遇／交通費、処遇改善手当、特別手当等有

※応募／お気軽にお電話下さい

●週1日2h以上働ける方
●AM7:00～できる方尚可訪問介護員

募 集!!

スマイル麻溝台
スマイル光が丘

第3
工場

協力会社
同時募集!!

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

職場の雰囲気や作業内容など
職場見学も出来ます!!

アルバイト同時募集 時給／1,020円～

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

042-778-5748

［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。

20代～
60代まで

幅広い年令層
活躍中!!

レーザー
オペレーター
レーザー
オペレーター
042-764-3408

業務好調
につき!!

042-711-9412

・ベンダー・Tig溶接
・半自動溶接
・ベンダー・Tig溶接
・半自動溶接

正社員募集 ! !
第2
工場

下記参照　パート

[応募]7/27(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。

相模原市中央区相模原8-6-7（相模原駅徒歩9分）
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

介護スタッフ介護スタッフ

042-751-0017アルファープランニング[受付]
相模原市中央区千代田2-1-16

時給／1,020円
時間／①6：00～13：00、
　　　②16：00～19：00
※①・②の時間帯どちらかでも可

調理スタッフ

週1回～可 

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

4h～OK♪

●日勤パート

あなたの空いている時間を有効活用しませんか！

介護スタッフ介護スタッフ

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

中央区千代田2-1-8（GH桜の裏）デイサービス やよい勤務地

勤務地

20代～60代の幅広い年代の方が活躍しています!!

年2回ミニボーナス支給!!
資格経験不問!!

うれしい
食事付♪

042-764-2536相模原市緑区
下九沢1733

[応募]7/27(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・アルバイト

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。

倉庫内スタッフ募集
①短期バイトスタッフ募集

②パートスタッフ募集

〈内容〉組立梱包、
ピッキング作業、
衣類仕分・梱包…
多種多様です

20代～50代
活躍してます!
まずは

お電話下さい!!

期間：8／3～8月末頃まで
（8／13～8／16夏季休業） フル出勤出来る方歓迎!!

未経験者歓迎!!
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!!
週3日～OK!!長期希望者歓迎!!

㈱エーピーアイ（API）

下記参照　内職・パート

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

［受付］月曜～土曜9：00～17：00※お気軽にお電話下さい

報酬／完全出来高制
※内職の方は車で引取り・納品出来る方

【場内内職】

未経験者
も

大歓迎!

未経験者
も

大歓迎!

●年令不問

●曜日・時間自由

●冷暖房完備

●自転車・バイク通勤可

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

勤務地…本社・淵野辺センター ★業務拡大につき同時募集!!

アソーニチエイ㈱
■物流業

090-8840-5032
相模原市南区麻溝台8-18-58

［応募］電話連絡の上､履歴書（写真貼付）持参下さい。

時給／1,200円～1,300円
時間／①10：00～14：00
　　　②10：00～15：00  

※4H程度（休憩1H）

休日／土曜・日曜、祝日、夏季、GW、冬季

応募専用
担当／タカギ

同行スタッフ募集
開発・管理のお手伝い

マイカーにて
活動をお願いします

日額 5,200円×20日＝104,000円
マイカー使用料 500円×20日＝10,000円位

月給例

｝

下記参照　

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

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）

【勤務地】相模原市内・他【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

https://toukeiservice.co.jp/

当社の
ホームページも
ぜひご覧ください!!

　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!!

時間／8：00～17：00

日給／9,000円～10,500円

時間／20：00～翌5：00

日給／10,500円～12,000円

週3日～
OK!
週3日～
OK!

早く終わっても
日給保証!!

昇 給
あります!
昇 給
あります!

60代～70代
活躍中!!

分かりやすい研修!!
（研修中は昼食付）

お食事でもお弁当でも

厚木店

レストラン&ローズガーデンテラス
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

クレジットカードやPayPayなど使用可能!! 

キ
　
リ
　
ト
　
リ

2020年8月31日迄有効
RP7/26

切り抜いてお持ちください
創業50年 10：00～11：00 米沢牛丼弁当のみ

【営業時間】11：00～21：00
※L.Oは20：30

※配達弁当はご利用できません。

すべてのハンバーグを
2倍に増量中  　　

お子様セット
50％OFF

生ビール
50％OFF

（500円→250円）

米沢牛100％ハンバーグを除く

（800円→400円）

テラス席
ペットOK

バラ 50周年 特別価格で ご提供中
咲き出し
ました

店内100席・テラス席30席のゆったりとした空間で食事を楽しみませんか？

自然に囲まれ、きれいな空気と
広々とした敷地が自慢です。

厚木市山際　CM

お弁当も!

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

[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。

〈工事1年待ちです〉〈相模原に弊社以上の塗装店は存在しません〉〈新築も元請けです〉

協力店
募集!

!

相模原エリア・町田エリア・八王子エリア・厚木エリアなど

動かない車

使っていない車
車検切れの車

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!!

只今、
買取強化中です!!

ご相談無料!!お気軽にTEL下さい!


