
【勤務地】
橋本駅徒歩2分

時給／1,012円
時間／6：30～10：00 ※土・日・祝は7：00～10：00

勤務／シフト制による勤務

待遇／作業服貸与、交通費支給(定額)

午前中の

お仕事です
!

女性が多く

活躍して

おります。

清掃スタッフ募集

相模原市南区下溝928-11

有限
会社

042-711-8915
アート建物管理

　パート

女子トイレ清掃あり

橋本

[応募]お気軽にお電話ください。面接は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。

042-768-1025
相模原市中央区千代田2-1-16

幸寿訪問介護ステーション 

[応募]10/26(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。

千代田　パート・常勤

合同会社ホットジャパン

曜日応相談

昇給年1回

有給休暇

年末年始
手当有

●介護福祉士資格のある方

資格を活かして介護のステップUPが出来るお仕事

常勤希望の方もお気軽にご相談下さい

サービス提供責任者募集!!

時給／1,500円～　時間／8：45～17：15
待遇／社保完、交通費全額支給、車通勤可（駐車場有）、他

未経験の方もOK! 

週3日～

パソコン入力できれば尚可

常勤もOK

[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

※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

例）平均34.5万円

月収／30万円
　　＋諸手当有

月収／25万円
　　＋諸手当有

例）平均29.5万円

4t 大型

地場配送!!

麻溝台　社員

警備スタッフ募集!!

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）

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

資格保持者手当有 寮希望の方応相談 社員登用制度有

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

【勤務地】
相模原
市内・他

週3日～
OK!

昇給
あります!

交通誘導・

イベント等

相模原市中央区矢部3-18-35(矢部駅徒歩1分）

042-755-2442スグロ薬局

時給／1,020円～1,200円　

［応募］月曜より受付。まずはお電話にて受付致しますのでご連絡下さい。

矢部　パート・正社員
（販売・受付など）

★週3日～OK（週1日は20:00迄出来る方）

社員　

月給／18万円～22万円
時間／9：00～20：00の間で
　（休憩1h）（週2日は20：00迄の勤務）
待遇／社保完

休日／日曜、祝日　待遇／交通費全額支給、制服貸与、退職金制度有

時間／9：00～20：00の間で4h～OK
週38h勤務

★週休2日

扶養範囲内
での勤務可能!!

※資格は
必要ありません!!

（販売・受付など）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／1,020円～
時間／①　5：30～10：00
　　　②15：00～19：30

[応募]10/26(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。

調理スタッフ

共和　パート

相模原市中央区千代田2-1-16合同会社ホットジャパン[受付]

★①②どちらか
選べます

介護スタッフ募集!!

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

日勤パート

●年末年始手当有 ●有給休暇 ●昇給年1回
●曜日応相談 ●処遇改善加算

自己申告のシフト制
働きやすい環境が
整っています!

各種手当有

Wワーク
OK!!
Wワーク
OK!!

ミニボーナス
年2回

ミニボーナス
年2回

働き方
相談にのります
働き方

相談にのります

週2日～
OK!!

［応募］まずはお気軽にお電話下さい。後日、履歴書(写貼)持参でご来社下さい｡月曜から受付。

※応募以外のお電話はご遠慮ください

時間／9：00～17：00
　　　※時間相談OK!
休日／土曜、日曜、祝日
待遇／昇給、賞与年2回、交通費支給、
　　　制服貸与､車通勤可、食事補助有、
　　　社保完、有給休暇有､他各種手当有、
　　　試用期間有

時給／1,100円～

042-761-5641相模原市中央区
田名3344-2㈱森田工業

半自動溶接技術者
パート

★勤務日数・勤務時間応相談

「もの作りの楽しさ」を仕事にしませんか？

田名　パート

経験者優遇!!

技術を活かして
技術を磨こう!

■精密板金加工・精密ワイヤー加工・機械加工・製缶加工一式

日給／10,000円～
時間／8：00～16：00

下記参照　アルバイト

川崎市多摩区西生田5-23-23

044-955-9278

■萬屋芙由株式会社グループ

雀の庭造園業

庭で働いてくれる

元気な年配の方

待ってます!!
造園の軽作業

週1日又は月3日の
勤務でもOK!!

要普免
〈集合場所〉

川崎市多摩区西生田5-23-23

※他、詳細は面談にて

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

田名　社員・アルバイト

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

ルート配送【カゴ積み・カゴ降ろし】一部バラ

資格／普通免許
（H19年6月～取得者は中型免許）

月給／29万円～  時間／10：30～
休日／週1日、2日どちらか選べます

［応募］電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参でご来社下さい。担当/採用係
※曜日・時間ご相談下さい! ※その他の時間帯有、

お気軽にお問い合わせください

社保完 
昇給年1回
賞与年2回（業績による） 
有給休暇
交通費支給（当社規定）
慶弔金制度有
無事故手当年1回有 
残業手当有
制服貸与
車通勤OK 
社会保険倶楽部加入 
ライフプラン手当・
休日出勤手当有

食品、お菓子の配送

月給／30万円～  時間／17：00～
休日／週休2日制

大手企業への
配送業務

新規事業拡大につき
ドライバー大募集!!

令和2年
11月～

スター
ト!!

※週休制、隔週2日制…詳細は面談にて

ドラッグストア、
お菓子の配送(2t)

月給／31万円～  時間／1：30～

充実の待遇
で

安心勤務!!
未経験

大歓迎!
!

同乗研修もあるので
安心です！

(9h程度)
※1日2回降ろし

相模原エリア・町田エリア・八王子エリア・厚木エリアなど

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。

只今、買取強化中です!!

高年式車・

外国車・新
古車も

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

Check

●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） 当社にすべてお任せ下さい!!

使って
いない車

車検切れ
の車

動か
ない車

新しく車を乗り
換えたい!!

車を高く売り
たい!! 大歓迎!!

陽光台

相模原市中央区
陽光台3-16-14

0120-596-085
くるま屋さん

http://kurumaya-san.com/

　CM

米農家
046-289-2969

厚木市山際554-1

厚木市山際　CM

新米
特A品種「はるみ」
「コシヒカリ」を
送料無料で
お家に配達!!
苗から丹精込めて育てた特A品種「はるみ」と「コシヒカリ」の収穫が出来ました。
今年も黄金色に実った「はるみ」は、甘みが強く艶があり、モチっとした食感が人気
のお米で、冷めてもおいしいです。“燻蒸”という殺虫処理をしていないため、5㎏ご
とに小分けしての配達にこだわります。今年からは黒米や虫食い米をはじく選別機
を導入したので、家庭用はもちろん、ギフト用としても安心してご利用できます。毎
年人気の新米「はるみ」と「コシヒカリ」をお得に味わってみませんか？

※全て税別

※5kg袋入り

5kg 2,590円
4,980円10kg
9,860円
14,540円

20kg
30kg

はるみ白米

10kg袋
30kg袋

4,680円
13,480円はるみ玄米

30kg袋 9,980円
お得なコシヒカリ玄米

30kg袋 11,480円
こだわりのコシヒカリ玄米

「ラポート
を見た」で10㎏以上配達料無料!!

【受付時間】10：00～21：00

ラポート特別価格!

電話注文
受付中

200円お得!

500円お得!

1,000円お得!

［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

042-700-3218
相模原市緑区橋本台2-10-2
（各線「橋本駅」より徒歩15分）㈲エスディーエス

■運送業

1,000ℓコンテナの洗浄

橋本台　パート・アルバイト

時給／1,012円～
時間／9：00～15：00（実働5h）
休日／土曜、日曜、祝日、
　　　他当社カレンダーによる

週2～4日勤務できる方

★車通勤可

パート・アルバイト募集!!

夜勤介
護

スタッ
フ

募集!

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]10/26(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

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

小物販売のショップ店員さん

時給／1,020円～(能力に依り、昇給有)
勤務／週5日（月～金） ※応相談
時間／13：00～17：00
休日／土曜・日曜、他応相談
待遇／面談に依る

オープニングメンバー募集 ヤル気のある方待ってます!!

勤務地
相模台★11月から勤務できる方

★要普免　★PC操作できる方

★徒歩、自転車通勤できる近隣の方

下記参照　パート・アルバイト

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

ヨロズヤ小物店萬

［応募］お気軽にお問い合わせください。（平日13時～18時迄）

（採用係）

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。
　　　10/26（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

介護士

時間／①日勤8：45～17：15 ②夜勤16：45～翌9：15
　　　③早出7：00～15：30 ④遅出11：30～20：00
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

要資格ヘルパー2級以上

常勤  

月給／27万円～35万円 月給／23万円～28万円
※夜勤手当含む※夜勤手当含む

常勤  

時間／①、② 時間／①、②、③、④



スタッフ
募集

㈱SHIMIZU 042-777-2211
相模原市南区当麻870-4

担当／清水

〈受付・面接地〉

南橋本　

［応募］電話連絡の上、履歴書持参でご来社下さい。
労働者派遣事業（派14-302958）

時給／1,110円～　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／有給休暇、制服貸与、あじさいメイツ（厚生福祉）加入、
　　　車・バイク通勤可
　　　交通費支給 ｝※規定有

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）

勤務地

マスク等の検査、包装のお仕事です
未経験の方も安心してご応募下さい

下溝　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。
相模原市南区下溝2094-3㈱東邦運輸 042-777-8211

 神奈川営業所

日給／会社規定に依る
資格／中型免許
　時間／15：30～20：30
　待遇／車通勤可

日給／10,000円～
　　　（別途交通費支給）
資格／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

アルバイト

社員登用
制度有

長距離なし!

手積みなし!

同乗研修有女性も活躍中!! 週2・3日～OK

短時間

アルバイト

4tドライバー募集!

［応募］電話連絡の上、履歴書持参でご来社下さい。

日給／8,500円～　
年令／18才以上
時間／日勤…8：00～17：00
　　　 夜勤…20：00～翌朝5：00
　　　★夜勤手当有

●研修期間4日間有　●制服貸与

未経験者OK

再入社も可

勤務日数応相談

多数活躍中!!

※委細面談

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

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

田名　アルバイト

大 幅
採用予定!!

[応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参でご来社下さい。10/26(月)より受付。担当／大山

株式会社 清 栄
相模原市中央区中央5ー7ー1
（ヨコカンC＆C食品駐車場前）

042-776-6076

※試用期間中は日給／11,000円～
時間／【月～土】8：00～17：00※休憩1h有
　　　※勤務内容により多少変更有

日給／12,000円～13,000円
　　　★能力により考慮します。

  未経験者OK 　
社保完備 　車通勤可

★週5日勤務で

月収28万円
以上も可

2t 配送ドライバー

「ほぼ日払い君」
ライフスタイルに合わせた働き方が出来ます♪

20代～60
代

活躍中!!

下記参照

★週2日～

★Wワーク
OK!!

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

・レーザーオペレーター・レーザーオペレーター

・ベンダー ・Tig溶接・半自動溶接・ベンダー ・Tig溶接・半自動溶接

■第2工場

■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。

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、社会保険完備、交通費支給 賞与年2回

※試用期間有

時給／1,250円～
時間／17：30～21：00

下記参照　社員・アルバイト

042-764-3408

042-711-9412

髙森製作所

退職金
制度

社保完

賞与年2回
昨年度実績

決算賞与年3
回

無事故

表彰制度
無事故褒賞

（6ヶ月毎） 

提携
保養所

交通費支給
（当社規定有）

有給休暇・育児休暇

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

資格／中型免許（H19.6以前の普通免許可）、大型免許　時間／①5：00～ ②9：00～　休日／週休2日、6日～8日 ※シフト制

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 月収例／308,467円〈23日勤務〉日給／13,411円

月給／320,000円～

月収例／361,824円〈23日勤務〉日給／15,731円大型

中型・大型

ドライバー

運行管理者

充実した研修制度!未経験OK! 正社員募集!!

※運送業経験者優遇

免許取得
補助手当

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!!

女性ドライバーも
多数活躍中!!

042-751-0017

[応募]10/26(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

下記参照　社員・パート

グループホーム 春
相模原市中央区相模原7-9 -26

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

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

常勤応相談!! 平均年収330万円

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

給与／1勤務20,000円
時間／17：00～翌9：30

●週1勤務～OK●

●週2日～可

Wワークや家事・育児の両立など
自分のペースで働ける安心の職場です!

グループホーム介護職員募集!!

日 勤
 〈パート〉

経験あれば
資格不要!

時間・曜日
応相談!

●自己申告のシフト制

夜勤
 〈パート〉

他勤務地
希望の方も
お気軽に
お問合せ
下さい。

下記参照

[応募]10/26(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

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

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

4h～OK♪

給与／1勤務20,000円
時間／17：00～翌9：30

夜勤パート

相模原市中央区千代田2-1-8
（GH桜の裏）

デイサービス やよい

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

20代～60代の幅広い
年代の方が活躍しています!!

　パート

勤務日数、曜日
、

時間帯は相談に

応じます

●資格経験不問!!

勤務地

勤務地
週1勤務～
OK

うれしい
食事付♪

年2回ミニ
ボーナス支給!!

週1回～可 

㈱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

●年令不問●曜日・時間自由

●冷暖房完備

●自転車・バイク通勤可

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!

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

2～3t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

報酬／完全出来高制

※内職の方は車で
　引取り・納品出来る方

月給／300,000円～320,000円
時間／6：00～15：00  ※多少残業有
休日／土曜・日曜、祝日、その他会社カレンダーに依る
資格／要中型免許 
待遇／社保完、マイカー通勤可、無事故手当2万円、
　　　フォークリフトの資格取得制度有

4tロング・ワイド・ウイング

下記参照　

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
担当／タカギ

［応募］電話連絡の上､履歴書（写真貼付）持参下さい。
応募は右記
電話番号へ

　正社員

急募!!


