
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]12/21(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

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

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

パソコン入力できれば尚可

常勤もOK

昇給年1回年末年始手当有

曜日応相談有給休暇

サービス
提供責任者
募集!!

週3日～

年明けからの勤務可能です!

未経験の
方もOK! 

生活応援米

特別販売!!

お得なコシヒカリ玄米30㎏袋 9,980円
クーポン利用で

厚木店
創業50年

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 9,980円 7,980円

2021年1月20日迄有効

2,000円引クーポン
会計の際お見せ下さい

→

※税別
7,980円 店頭販売または配達

どちらでもOK!!

お米の
お届け無料!!

厚木市山際　CM

2,000円OFF

厚木市山際1350-1 (担当／採用係)

■社会福祉法人誠々会

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・④のみ 待遇／昇給年1回、賞与年2回（6月・12月）、月間休日10～11日（2月のみ9日）、
　　　　　　　　   年間休日124日、社保完、住宅手当有、扶養手当有

共通待遇／通勤手当規定内支給、有給休暇有、マイカー通勤可

③【特養】食事介助

月給／177,000円～
      237,000円
時間／8：30～17：30※日曜休み
資格／ヘルパー（2級以上）、要普免

常 勤非常勤

時給／1,020円～
　　　（介護福祉士は

　　　　時給1,070円～）
時間／9：30～18：30（応相談）
　　　※週3～5日（応相談）
資格／特になし

時給／1,012円～
時間／6：00～9：00、7：00～9：00
　　　17：00～19：00（勤務日は応相談）
資格／特になし

②【特養】
　ケアワーカー

月給／213,000円～268,000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回程度
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

①【特養】
　ケアワーカー（経験者）

④【デイサービス】
　ケアワーカー

処遇改善手当別途支給
学生アルバイト応相談 処遇・特定処遇改善手当別途支給

処遇・特定処遇改善手当別途支給
処遇・特定処遇改善手当別途支給

非常勤常 勤

給与／初任者▶生:時給1,250円～ 身:時給1,550円～
　　　実務者▶生:時給1,280円～ 身:時給1,580円～
　　　介　福▶生:時給1,300円～ 身:時給1,600円～
　　　（生活支援→生、身体介助→身）※経験等考慮のうえ優遇。
時間／7:00～19:00の中で30分～勤務可
　　　※週1日～OK！時間は応相談
資格／初任者研修以上※介護福祉士尚可
　　　◎Wワーク可、扶養内勤務も大歓迎♪
待遇／社会保険完備、有給休暇、昇給、賞与、
　　　交通費支給、車通勤相談可、制服貸与

＜＜家事や育児と両立可能!!主婦活躍中！＞＞

のぞみケアステーション

042-851-4002

■社会福祉法人泰政会

相模原　社員・パート

「相模原駅」徒歩５分

相模原市中央区相模原２-４-５　M＆Mビル301

安定した
仕事で

働きませんか？

地場配送!!

[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

麻溝台　社員

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

042-764-2536相模原市緑区
下九沢1733

[応募]12/21(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）

倉庫内スタッフ募集

★短期バイトスタッフ

★パートスタッフ

〈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

期間：①即日～R31/15頃まで
　　  ②R31/4～1/15頃まで

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!!

未経験者歓迎!!

★徒歩・バイク・自転車・車通勤◎
（バス通勤は要相談）★近隣の方お待ちしています。

20代～50代
活躍してます!

まずはお電話下さい!!

時給／1,200円

時給／1,012円

（12／29～R31／3冬季休業）フル出勤出来る方歓迎!!

[応募]まずはお気軽にお電話下さい。

採用係042-764-2286
相模原市緑区上九沢391-5

■一般区域貨物運送事業・産業廃棄物処理業

株式会社都市貨物輸送

　 上九沢　社員

待遇／社保完、交通費規定内支給、制服貸与、有給休暇、
　　　各種資格支援制度有、車・バイク通勤可
休日／日曜、他コースに依る、年末年始、他会社カレンダーに依る

※試用期間3ヶ月有

ドライバー募集!!

中型・大型免許支援制度有

月給／320,000円
月収例／450,000円以上
資格／要大型免許
時間／5:00～14:00（休憩1h）
　　　※配送先による変動有

月給／300,000円
月収例／340,000円以上
資格／要中型免許
時間／6:00～15:00（休憩1h）
　　　※配送先による変動有

月給／264,000円～
　　　286,000円
資格／要普通免許
時間／4:00～13:00
　　　※配送先による変動有

月給／240,000円～
　　　330,000円
資格／要中型免許
時間／8:00～17:00
　　　※配送先による変動有

大型
ウィング

4t
ウィング

2t
箱車

4t
ユニック

[受付]

下記参照　社員・パート

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]12/21(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

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

中央区千代田2-1-8
（GH桜の裏）

勤務地 相模原市中央区相模原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

年明けからの
勤務可能です!

グループホーム 春・桜

グループホーム 春・桜

グループホーム 春・桜

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

日勤 〈パート〉

日勤 〈パート〉 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。

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♪

デイサービス やよい

住宅型有料老人ホームぼたん

資格・経験不問!!

勤務地

勤務地

勤務地

勤務地

年2回ミニ
ボーナス支給!!

週1回～可 

週1勤務～OK

週2日～可

自己申告の
シフト制

うれしい食事付♪

20代～60代の幅広い
年代の方が活躍しています!!

経験あれば資格不要!

時間・曜日応相談!

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!

勤務日数、曜日、時間帯は
相談に応じます

介護スタッフ
募集!!

未経験

ブラン
クある

方も

大歓迎
!!

相模原市中央区相模原
6-25-7（西門商店街）グループホーム「憩」

小規模多機能型居宅介護「憩」

[応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参下さい。(担当／三浦)

042-711-7310

※扶養内も可
※早番、遅番、夜勤勤務出来る方優遇

※要介護資格

時間／【早番】7：00～16：00 【日勤】8：30～17：30【遅番】10：00～19：00 【夜勤】17：00～翌9：00
待遇／交通費規定内支給、食事補助、制服貸与、昇給有、賞与年2回有(入社1年目含め)
　　　昨年実績1.5～2.5ヶ月、社会保険完備、資格取得支援制度有

月給／無資格………………… 21.3万円～
　　　初任者研修orヘルパー2級 22.3万円～
　　　介護福祉士…………… 23.3万円～

【社　員】

【パート】

【夜勤専属パート】

相模原　社員・パート

介護スタッフ募集!!

勤務／4交替シフト制　休日／4週8休＋有給

月給／無資格……………………… 1,041円～
　　　初任者研修orヘルパー2級 1,080円～
　　　介護福祉士………………… 1,100円～

勤務／日数、曜日応相談

※一律夜勤手当5回分（2.5万円）含む 6回目以降、別途1勤務5,000円支給

★日常生活のサポート業務

★無資格でもOK!

★資格所持者は給与UP!

★資格支援もあり

給与／1勤務20,000円～

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：12/21（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

経験不問（親切指導で安心してお仕事スタート）

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

★夏季・
冬季に
賞与あり

★女性
活躍中!

★マイカー
通勤OK♪

地元の
安定企業で
働こう!!

042-700-2825

相模原市中央区南橋本4-2-17
（JR相模線南橋本駅より徒歩7分）

■スパイラル・消音・チャンバーの製作販売

㈱カワイ
橋本駅

旭中入口

至新宿
至横浜至八王子 京王線横浜線

相模線

NEC

NEC

東プレ

橋本駅
南入口

橋本五差路

南橋本3

南橋本駅

当社

月給／205,200円～259,200円
　　　※残業代別途支給（月5～30h位有）
年令／44才未満（省令3号のイ）

［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／河井）

〈鉄板の切断、組立、溶接、機械操作等〉
■工場作業員（加工）

正社員
募集!!

南橋本　社員

鉄板の板厚は
0.5t～1.2t空調資材の
製作になります。

※高卒以上

時間／8:00～17:00　休日／日曜、祝日、月2回土曜
待遇／社保完、労災、雇用保険有、交通費別途支給（最高10,000円）、
　　　マイカー通勤可（駐車料自己負担4,500円／月）

月給／185,000円～300,000円※残業代含む
年令／35才未満（省令3号のイ）

〈電話注文による納品書・請求書発行等〉
※販売ソフト
　商 あきないを使用

■営業事務

★昇給有 ★賞与有



麻溝台　アルバイト

［応募］電話連絡の上､履歴書（写真貼付）持参下さい。■物流業

㈱アキワーキングサービス 麻溝営業所
相模原市南区麻溝台8-23-1 090-8840-5032（応募専用／担当タカギ）

※委細相談

月給／24万円～29万円
時間／7：00～16：00位
　　※超勤月50時間以内
休日／土曜、日曜、祝日、
　　　他会社カレンダーによる

要中型
免許

労働保険
完備

65才定年・
雇用延長相談

2tドライバー募集
経験者

優良
企業様の
納品代行

夜勤介護スタッフ募集!

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

未経験者
応相談

週1勤務～
OK!

Wワーク
OK!

うれしい
食事付♪

グループホーム梅〈夜勤パート〉

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]12/21(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。

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

年明け
からの勤務
可能です!

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 
[応募]12/21(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

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]

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

介護
スタッフ
募集!!

時給／1,020円～
時間／5：30～10：00

調理スタッフ
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

年明けからの勤務可能です!

冬の新メ
ニュー

厚木市山際　CM

厚木店創業50年

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

11：00～21：00
※L.Oは20：30

【営業時間】

全てのお食事代合計金額から

2021年1月20日迄有効

※他のサービスとの
　併用不可

広々とした
店内でゆったりとした
食事の時間を

円※税別

円

コロナ禍でも安心、
自然たっぷりなテラス席が人気です

12月31日・1月1日お休み

[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／1,015円～
時間／4：00～18：00
　　※間で2h～応相談

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／土曜、日曜、祝日、春・夏・冬期休暇
待遇／制服貸与、昼食補助、昇給年1回、皆勤手当有

★1月からの勤務OKです!!

橋本台　パート

ママさんも多数活躍中!!
楽しく働きやすい職場です!!

年令
不問時間・曜日お気軽にご相談ください♪

★無資格・未経験OK!

★ユニフォーム貸与※詳細はお問合せ下さい。

①相模原郵便局内（相模原市中央区）

②座間郵便局内（相模原市南区）

[応募]電話連絡の上、簡単な履歴書(写真貼付)・免許証のコピーを持参下さい。（返却は致しません）
■配送業

相模原市中央区相生3-8-3 恵陽ビル1F（本社）

（担当／小林）㈱チーム・コバヤシ 090-7408-1256

時間／7：00～21：00の間（実働8h）
休日／週休制（希望相談出来ます）

給与／完全出来高制
1個あたり【車持込の方】140円
　　　　　　  【社用車】110円

下記参照　委託

※要普免

★車なくてもOK!
（社用車貸与）

郵便小包の
配達

軽自動車での配達です♪

・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

042-764-3408

042-778-5748

髙森製作所

社員・アルバイト募集!!
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

安定した警備のお仕事だから安心して働けます!!

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。

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!!

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

日勤

夜勤

【勤務地】相模原市内・他

交通誘導・イベント等

下記参照　アルバイト

下九沢　常勤・パート

施設介護職員大募集!
安定して長く働ける社会福祉法人の運営!!!

①特養常勤

②特養夜勤パート

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）

［応募］電話連絡の上、履歴書持参下さい。12/21（月）より受付。★詳細は面談にて

給与／234,000円～259,000円
　　　（夜勤5回含む）
時間／シフト制　休日／一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

給与／1回16,057円～16,635円
　　　（諸手当込、交通費別）
時間／21：30～翌8：30（フロアー2名体制、仮眠時間あり）
勤務／週１回以上、曜日等応相談
待遇／交通費 など

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（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

＊未経験の方も歓迎
＊幅広い年令層の方々が活躍中です

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

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

洗濯・清掃員さん

（ ）

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。

｝

｝

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

18才

㈲柿澤塗装店

水郷田名・下九沢　社員

（詳細はwebをご覧ください）

柿澤塗装店

16、17、18才が本物になるために日々奮闘中 !!

若いうちに
手に職を

一生モノの技術
身につけませんか？

あなたの力を
待っています ｰKakizawa SNSｰ

施工風景や様々な情報を更新中！

@kakizawatosouten

16才

17才

■塗装業　神奈川県知事許可（般-02）第64348号　一般住宅・メーカーハウス・オフィス・店舗・他

買い取りキャンペーン開催中！！
陽光台　CM

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/

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!!

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

 新しく車を乗り換え
たい!!

車を高く売りたい!!

使って
いない車

車検切れ
の車

動か
ない車

大歓迎!!


