
田名　社員・アルバイト

日給／14,000円～
月給／300,000円～

［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2144日栄建設㈱ 042-761-0173

時間／8：00～17：00
休日／土曜、日曜、年末年始、夏季、GW

社保完 車通勤可 制服貸与

コロナ禍に左右されることなく、働けます!!
会社のコロナ対策は万全です!!

相模原市緑区三ケ木1545-1（津久井高校近く）

株式会社

テクノバース

■機械部品メーカー

042-780-6188

http://www.technobirth.com/

三ケ木

[応募]4/5(月)9：00より電話受付。履歴書(写貼)持参でご来社下さい。担当／藤本

ファミリー
マート

セブンイレブン

津久井変電所
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一般事務（正社員）

入社日応相談
未経験者大歓迎

　社員・パート

車通勤可

事務業務全般を行って頂きます

PC出来る方歓迎

月給／17万円～（委細面談）
　　　※前職・年令考慮します
時間／8：00～17：00
休日／土曜（月1回出勤有）、日曜、その他夏季、
　　　年末年始、GW（当社カレンダーによる）
待遇／社保完、賞与年2回、退職金制度有、有休、
　　　交通費（上限3万円）支給、作業着貸与

事務パート

時給／1,012円～
時間／①9：00～16：00
　　　②9：30～16：30　
お子様がいる方も

安心して働ける環境です

※時間、曜日応相談

雰囲気の良い
働きやすい
職場です

20代～60代の方まで
幅広い世代の方が
活躍している職場です

Wワークも
出来るお仕事
です!!

相模原市緑区東橋本2-2-6-103
(橋本駅北口より徒歩10分位)

[応募]お気軽にお電話下さい。受付/月曜～金曜、9：00～17：00（担当／採用係）

0120-633-228㈱アレック

●E-mail info@alec.co.jp ●URL http://alec.co.jp/
人材派遣業(般)14-300084■アウトソーシング

大山町　派遣

「橋本駅」南口より徒歩約15分
※大型ショッピングモール近く

E-mailでのお問い合わせも可★随時受付中

シニア・
未経験の方、
歓迎!!

お仕事内容は難しくありません!!

工場内の清掃作業

午後の
時間帯は

あなたの自由に
出来ますよ

ビル内や工場内での清掃業務を
お任せします。
お手洗い・通路・階段・給湯室など

時給／1,012円＋交通費規定内支給
時間／7：00～11：00（実働4h）
　　　※月曜～金曜の週5日勤務
休日／土曜、日曜、他会社カレンダーによる
待遇／交通費規定内支給、制服貸与、
　　　車・バイク・自転車通勤OK

日払い・
週払いOK
（規定有）

面接は、勤務地周辺で行います! ご希望の面接地をお聞かせください

【勤務地】
緑区大山町

相模原市中央区淵野辺2-18-19
（JR横浜線「淵野辺駅」徒歩13分）

■住宅型有料老人ホーム（入居者11名）

（採用係）陽だまりの家 渕野辺 042-707-1761

週2回の場合▶月収例140,000円
資格／ヘルパー2級以上待遇／交通費全額支給、車通勤可

①日勤介護職員 ②夜勤介護職員

淵野辺　パート

常勤希望の方も
ご相談下さい週2日～4日程度出来る方

日給／17,500円～
時間／18：00～翌9：00

無資格・未経験でも
活躍できます。
資格取得支援等、
就業後もしっかり
サポートします!

　扶養内 　Wワーク　 未経験も可

　週1日～土日祝どれかだけでもOK♪

時給／1,020円～
時間／9：00～18：00（応相談）
経験、能力により優遇します

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

2t 運転手
（アルバイト）
スポット便
新年度募集!

日給／8ｈ…8,800円以上
　　　6ｈ…6,600円以上

優良企業の納品代行（県内・関東圏内）

※要健康診断・運転者適性診断 ●労働保険加入

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。4/5（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

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（常勤）、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

月給／25万円以上
　　　※夜勤手当含む
時間／①、②、③、④

看護師・介護士募集!!

月給／21.5万円以上
時間／①

時給／1,150円以上
時間／①
勤務／週3日～

時給／1,500円～
　　　1,600
時間／①
勤務／週3日～

介護士

看護師

5 ②夜勤16：45～翌9：15 ③早出
祝日、夏季、年末年始　※年
保完、車通勤可、交通費規定

給／1,500円～
1,600
,

間／①
務／週3日～

〈資格〉介護福祉士

残業・深夜割増は
1分単位で
完全支給!!

〒252-0244　相模原市中央区田名4777-1
上溝駅「田名バスターミナル」バス停下車徒歩3分 担当／へんみ

042-762-5534㈹
［応募］履歴書（写真貼付）・職務経歴書をご郵送下さい。書類選考の上、ご連絡致します。

※受付・面接地
〈勤務先・田名営業所〉

②パートドライバー

①正社員ドライバー

時給／1,100円～1,300円
資格／普通二種自動車免許
時間／1日3h以上で勤務時間は相談しましょう

③夜間配車スタッフ
時給／1,100円～1,250円
時間／22：00～翌8：00　※時間応相談

圧倒的サービス力で一緒に業界を変えていきましょう!

時間／①日勤   6：00～15：00
　　　②中勤 14：00～23：00
　　　③夜勤 17：00～26：00

◎サラリーマン的勤務の基本9時間拘束の8時間二直制シフト勤務
◎免許取得後3年経過している新卒/第二新卒や若い方大歓迎!!

給与実績（総支給額）
給与／平均283,769円

〈トップ 345,080円〉
給与／平均326,689円

日勤

★社会保険完備

田名　社員・パート

㈱

　　　　  　
◎クラウンスーパーサルーン×7台
◎セドリック×10台◎ジャパンタクシー×1台
◎セレナ×1台◎プリウス20系×1台・50系×2台
◎SAI×1台◎クラウンアスリート210系×1台
◎エスティマ50系×1台◎アルファード30系×1台
※ハイグレード車など含め随時車両入替実施中!

〈保有車両〉

※①～③シフト制（応相談）
　シフトによっては30分～
　1時間時差出勤あり

（皆勤・無事故手当、残業20h含む）
〈勤務〉月22乗務、8～9休み（年間107日）

〈トップ 379,183円〉（皆勤・無事故手当、残業+深夜割増88h含む）〈勤務〉月22乗務、8～9休み（年間107日）

夜勤

□接客が好き
□車が好き
□ドライブ好き
□女性もシニアも!!
□若手も大募集!!

【パート】

※試用期間有（3ヶ月）

希望時間応相談!!

運行管理者もしくは補助者資格保有の方歓迎!

週3日位出来る方

入社後3ヶ月間

28万円の
給与保証!!

入社祝い金10万円支給!!
※但し、3ヶ月勤務後
　4ヶ月目に支給となります

勤務時間帯も選べる♪

8時間勤務♪
※拘束時間は9時間
　（含む1h休憩）

月給／21万円（基本給18万円＋みなし残業3万円）
入社後3ヶ月 毎月28万円保証!

●無事故手当5,000円●マイスター手当1～5万円
●皆勤手当5,000円

厚木市山際　社員・アルバイト

厚木店 厚木市山際554-1 046-245-1341 P50台
山際本店

創業50年
相模川

R16

橋本五差路

山際

R129

｝実働8h、シフト制

給与／①週休2日制…20万円～
　　　②週休3日制…16万円～　　　
時間／10：00～19：00
　　　11：00～20：00
　　　12：00～21：00
待遇／昇給・賞与有、社保完、食事付、
　　　交通費支給、車通勤可 ウレシイ特典!!

毎日まかない、もしくは
持ち帰りお弁当付き!!

お花好きな方、バラの事を学びたい方、待ってます!!詳しくはお問い合わせ下さい。 お食事付き

お花の開花時期到来!! スタッフ大幅増員中!!

●時間帯応相談
●車通勤可
●交通費支給

ホールスタッフ

平日のみ・土日のみでもOK!!

時給／1,050円～
時間／10：00～21：00の
　　　間で3h～8h（応相談）

未経験者

歓迎!!

10代～40代

活躍中!!

●週1日～OK ●WワークOK

●ローズガーデンボランティア募集

高校生・大学生アルバイトも大歓迎!!

　
デイサービスセンター
（居宅支援センター） 泰政園 相模原市中央区中央5－3－18　※相模原駅バス7分 042-751-7732

中央　パート・アルバイト

社会保険完備 交通費支給有給（消化率良好） 車・バイク通勤OK

時給／1,600円以上
時間／9：10～16：10 ※週1日～2日勤務
資格／准看護師免許以上（年令・経験は不問）

時給／1,095円以上
時間／8：20～16：50 ※週2日～OK!
資格／無資格・未経験OK

時給／1,015円以上
時間／①8：00～10：00②14：50～17：20
　　　★①または②どちらかのみでOK
　　　★①＋②両方出来る方も大歓迎!
勤務／週2日～5日で、日数・曜日は相談下さい◎ブランクある方も大歓迎 ※資格所得者は資格手当50円～100円あり

リーチ
フォークリフト
オペレーター

募集!!

下記参照　

[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

愛川町中津　契約社員　
※倉庫内での仕分け作業も有

時給／1,400円～
　　　1,450円
時間／8:30～17:25
　　　※休憩70分、実働7.75h
休日／土曜、日曜、祝日、
　　　夏季、年末年始
待遇／社保完、交通費支給、
　　　車通勤可
〈勤務地・面接地〉愛川町中津

経験者

急募!!
面接時に見学が同時に出来ます

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。

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

水郷田名・下九沢　社員

ご卒業おめでとうございます
あなたの力を待っています

創業54年

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㈲柿澤塗装店（詳細はwebをご覧ください）

柿澤塗装店

■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

災害大国日本、台風・豪雨・地震・猛暑から
お客様の大切な財産を守りたい。縁の下の力持ちになりたい。

お客様の力になることで誇りを持って働けます!!

柿澤塗装店で一緒に働いてみませんか？
ｰKakizawa SNSｰ

施工風景や様々な情報を更新中！ @kakizawatosouten



日給／11,500円～17,000円
時間／①6：00～15：00 ②0：00～9：00
　　　※休憩1h、残業2h程度あり
　　　※他の時間帯もあります
休日／日曜、他相談による

待遇／社保完、交通費規定支給、車通勤可、有給休暇、研修期間有（1ヶ月）

相模原市緑区長竹2937-3（オギノパンさん近く） 

［応募］月曜日より受付。お気軽にお電話下さい。（担当／採用係）●http://www.honeydry.jp/

042-780-8217

2t・3tドライバー募集!!
クリーニング品の集配ドライバー

※週2～3日のワンボックス
　ドライバーも募集中!

㈲ハニードライ相模原工場
ハニードライ 検 索

時給／1,020円～
時間／9：00～17：00
勤務／週2日～応相談
休日／日曜

クリーニングスタッフさんも
募集中!

週5日勤務で

月収30万円以上可能

長竹　パート・アルバイト

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

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）

橋本台　パート・アルバイト

30代～40代の主婦（夫）活躍中!!

★時間・曜日ご相談下さい

洗浄機での洗い物や、盛り付け等の簡単な作業です♪

土、日、祝＋春・夏・冬長期休み有で働きやすさ抜群!!

時給／1,015円以上（勤務時間による）
休日／土、日、祝、春・夏・冬長期休
待遇／昇給年1回、皆勤手当、制服貸与、昼食補助有

①盛り付け

スタッフ募集!

②仕込み・洗浄
時間／①4：00～8：00
　　　※①は車通勤可
　　　②7：00～12：00

時間／13：00～17：00

★週3日～OK!

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・非常勤

(　　　)

●常勤職員

●非常勤職員

給与／248,480円～288,280円　
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、制服・靴貸与
　　　交通費支給（車通勤可・駐車場無料）

シフト制

【 】特定処遇改善加算含む
夜勤4回、処遇改善加算、

時給／1,020円～※経験者優遇＋調整手当2,000円／月　
時間／10：00～17：00の間（相談の上決定）※週3～5日（応相談）
待遇／寸志年2回、有給休暇、交通費支給（車通勤可・駐車場無料）、制服・靴貸与

特養介護職員募集

資格のない方には働きながらの
資格取得を援助します!!

［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。

下記参照　社員

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

・半自動溶接 

・ベンダー

・Tig溶接

・半自動溶接 

・ベンダー

・Tig溶接

042-711-9412

・半自動溶接・半自動溶接■本社

■第3工場

女性も
活躍できます!!

給与／20万円～35万円（残業代含） 
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

髙森製作所

冷暖房完備なので快適です!

※年令・経験考慮します

社員募集!!

月収／200,000円～350,000円
年令／45才未満（省令3号のイ）
資格／要普免　時間／8：00～17：00
休日／隔週土曜、日曜、夏季、年末年始、GW
待遇／社保完備、労災・雇用保険有、
　　　賞与年2回、交通費支給

相模原市中央区淵野辺本町3-37-5

有限会社 宮 崎 園 芸

正社員・見習い募集（経験者優遇、一人親方も歓迎）

[応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参でご来社下さい。

042-752-4578
090-7401-1521

淵野辺本町　職人・見習い

庭仕事好きな方
大歓迎

下記参照　契約社員・パート

月給／23万円～25万円
時間／9：00～18：00
休日／月7～9日（シフトによる※土・日・祝勤務有）
資格／初任者研修及び実務者研修取得者
　　　※普通二種免許保持者優遇
待遇／昇給・賞与有（業績による）、社保完、
　　　車通勤可、交通費支給、各種手当有

時給／2,000円
時間／9：00～15：00
勤務／週3～5日
待遇／社保完、車通勤可、
　　　交通費支給

相模原市緑区橋本台3-18-35 肥後ビル1F

株式会社バス窓.com民間救急搬送サービスさがみはら
［応募］お気軽に電話下さい。 【勤務地】相模原市緑区及び町田市相原町

042-703-3451

将来性のある、やりがいを感じられるお仕事です!!

（民間救急車の送迎及び介護業務）
【契約社員（入社後、経験により社員登用有）】 たん吸引、酸素、外科経験者優遇!

ドライバー兼介護職 看護師【パート】
20代～30代
活躍中!!

■アルバイト同時募集

給与／225,000円～450,000円
　　※経験・能力を考慮の上、決定
年令／18才～(要普免) ※省令3号のイ適用

■社　 員

●入社日応相談

日給／9,000円～

時間／8：00～17：00※現場により多少移動有
休日／日曜、祝日、夏季、年末年始、GW、他当社カレンダーに依る
待遇／昇給有、各種保険有、車通勤可

大幅採
用予定

!!

大島　社員・アルバイト

042-761-6494
相模原市緑区大島1744ー6

■一般建築塗装・機械塗装・防水工事

㈲市村塗装

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

月給／225,000円～ 
時間／8：00～18：00の間で8h

時給／1,150円～
時間／8：00～18：00の間で応相談

時給／1,600円
時間／9：00～13：00 ※時間・曜日応相談

資格／初任者研修、ヘルパー2級以上

新規介護スタッフ募集!!

デイサービスの介護職員ってどんな仕事?

【常勤】

【非常勤】

待遇／交通費規定支給、制服貸与、社保完、車・バイク通勤可、
　　　社内研修有、試用期間2ヶ月（同条件）

応募前「施設見学」
などもOK!

曜日応相談

週1日～OK!

未経験やブランクある方もしっかりサポート!

働きやすい環境でお待ちしております
［応募］お気軽にTELまたはwebよりご応募下さい。

給与／1勤務15,000円
時間／18：00～翌9：30（実働12.5h）

週1日～OK!

デイサービス
介護職員

夜勤介護職員

共和　常勤・非常勤

042-786-1410
相模原市中央区共和2-16-15アマービリスA＆T
(JR横浜線「淵野辺駅」より徒歩15分)

デイサービス わだつみ 担当／採用係

通所介護事業所
http://www.regiol.co.jp/

入浴や排泄等の介助全般
レクリエーションで一緒に盛り上がろう！
安心安全に過ごせる環境づくりのサポート
アットホームな雰囲気の中で利用者様と
介護スタッフの笑顔溢れるやりがいのある仕事です

デイサービス看護職員 資格／正・准看護師

1日2h～OK!

［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）

29,800円より

お気軽に
ご相談ください

下記参照　CM

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

車のこと、何でもご相談下さい!!

車検切れ
の車

日給／19,000円～（深夜割増含む）
時間／16：00～翌9：00（休憩1h）

夜間支援
スタッフ

世話人

生活
支援員

時給／1,050円～

月給／200,000円～
　　　※夜勤手当5,000円（深夜割増含む）
時間／9：00～18：00（休憩1h）
　　 16：00～翌9：00（休憩1h）
休日／月9～10日
待遇／賞与年2回（業績による）

町田市常盤町3191-1 開設準備室

いちごテラス町田常盤町
042-786-4055

■障がい者グループホーム

株式会社
ゆうわソサエティ

町田市常盤町　社員・パート

パート

パート

社員
円（深夜割増含む）
h）
h）

る）

町田常盤町

支援員

オープ
ニングスタッフ大募集

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

一緒に
はたらいて

みませんか?  未経験者歓迎!!

待遇／昇給年1回、社会保険完備（勤務時間による）、車通勤可、
　　　交通費規定支給、正社員登用制度有、有給休暇（6ヶ月以上勤務の場合）

●1日4h以上出来る方（応相談）

[応募]下記までお気軽にお電話下さい!

夜間の配送ですので渋滞等無く
走行しやすい!!
店舗閉店後の納品が主ですので
人と接する機会が少ない仕事です!!
情勢関係なく365日配送有!

決まった時間にスタートし、決まった時間に終了しますので予定を立てやすい!!
都合のいい時間帯の組み合わせも可能です!
情勢関係なく365日配送有!

未経験者、女性、主婦(夫)、シニア、経験者も活躍できる環境です！　

未経験者、女性、
主婦(夫)、シニア、
ダブルワーク
活躍中!!

資格／中型免許もしくは2007年以前に
　　　普通自動車免許を取得された方
　　　※オートマ限定でもOKです

下記参照　社員・アルバイト

046-284-5535エスケイユニオン㈱ 厚木配車センター
愛甲郡愛川町角田1250-1

(採用担当)応募専用
ダイヤル

■運送業

大手ドラッグストア（チルド品）の店舗配送

コンビニ店舗配送（チルド便）

弊社新規業務
により、増員!!

月給／220,000円～325,000円
　　　※日給／10,000円～13,000円（ルートによる）
時間／①22：00～翌8：00 ②23：00～翌9：00 ※実働8H※固定残業有

日給／①7,500円 ②6,750円 ③6,750円
　　　※組合せ自由、1運行のみも可
時間／①21：00～翌2：00 ②4：30～10：00 ③11：30～17：00

4tドライバー

3ｔドライバー


