
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

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!!

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

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

下記参照　社員
ｰKakizawa SNSｰ

施工風景や様々な情報を
更新中！

@kakizawatosouten

若手
募集

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　アルバイト・パート

042-711-7545

(

神奈川県相模原市中央区相模原 8-8-17  Bequeath1 階

クローバーハウス　相模原店
1 月に新規開設したばかりの放課後等デイサービス（重症心身障害児対応）

「相模原駅」
徒歩 10 分

時給／1,800円以上/正看護師
　　　1,600円以上/准看護師
時間／ ◆平日…14:00～17:00を含む4時間程度で時間は応相談
　　　 ◆土曜・祝日…10:00～16:00を含む7時間(休憩1時間)勤務
資格／准看護師免許以上 ※年令不問！ブランクある方も歓迎
待遇／社会保険完備、有給休暇、昇給、車通勤応相談、交通費2万円迄支給、制服貸与

駅近で
通勤に便利♪

相模原市中央区松が丘2-12

[応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参でご来社下さい。

㈱瑞輝 042-730-3438
■一般産業廃棄物収集運搬業

みずき

給与／250,000円～
資格／要中型免許
時間／8:30～17：30
休日／土曜、日曜、祝日、夏季、年末年始、GW
待遇／昇給有、退職金制度有、社保完、
　　　車通勤可

松が丘　社員

社員募集

入社日応相談

※試用期間有（3ヶ月）

早出・残業
ほとんど
ナシ!

廃棄物収集
及び

構内作業

アソーニチエイ㈱
■運送業

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。

応募専用
担当／タカギ

2tドライバー
（2Lバン・平）

月給／240,000円以上
時間／6：00～18：00位
　　　（1日拘束時間11h以内）
休日／隔週土曜、日曜、祝日、
　　　夏季、冬季
資格／経験者、要中型免許、
　　　定年65才（延長相談可）

1日／入出庫140km程度

経験者優遇!

社会保険
完備

残業手当
有

交通費
規定支給

車通勤
可

まずはお気軽に
お問い合わせ下さい！

下記参照　

新戸　社員

給与／30万円～50万円（面接で話し合いましょう）★試用期間有
　　　給与例：入社6年目40才男性 月給／35万円
時間／8：00～17：00（現場により多少変動有）
資格／第二種電気工事士、要普免（AT限定可）
休日／完全週休2日制、GW、夏季、年末年始、祝日、その他
待遇／社保完、昇給・賞与有（業績に依る）、有給休暇有、車通勤可

相模原市南区新戸2312㈱アーステック 046-298-5180

[応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参でご来社下さい。

当社HP▶

■電気工事業

スキルアップ、収入アップを目指したい方、お待ちしております!!

こんな時だからこそ、不況に強い業種で働きませんか？

スタッフ一人一人を
大切にする
会社です!!

神奈川県内、横浜、東京都内
八王子、町田など

新戸

至橋本 至上溝

至茅ヶ崎

至海老名

J
R
相
模
線

相
武
台
下
駅

当社

業

大切にする
会社です!!

スタ

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

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

ぜひご相談下さい!車のこと!!
あなたにピッタリのプランを

ご提案いたします

動か
ない車車検切れ

の車

大型ドライバー募集
!!

田名　社員

相模原市中央区田名9843-9
（JR相模線「番田駅」より徒歩15分）

株式会社 木村梱包運輸
［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）ご持参下さい。（担当／採用係）

042-778-5681
http://www.kimura-shouji.co.jp/group/kimurakonpou/

月給／40万円以上
時間／運行スケジュールに関しては

　　　お気軽にお問い合わせ下さい。

休日／週休1日、週休2日 シフト制（土・日・祝休みの仕事もあります）

待遇／社保完、無事故手当有、資格取得支援制度有、

　　　皆勤手当有、寮完備、マイカー通勤OK

建築資材・一般雑貨・
食品配送

配送区間内、会社負担にて高速使用

大型資格取得支援制度有!!

長距離希望者求む!!

働きながら

資格取得出来ま
す!!

未経験者も大歓
迎!

即入居可の寮完
備

昇給年3回

賞与年4回



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）

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

（深夜割増含む）

町田市常盤町3191-1 開設準備室いちごテラス町田常盤町

夜間支援スタッフ(パート) 世話人(パート) 生活支援員(社員)

2021年6月
「いちごテラス町田常盤町」
新規OPEN!
オープニング
スタッフ大募集

一緒にはたらいてみませんか?

時給／1,050円～ 月給／200,000円～ ※夜勤手当5,000円
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）

042-786-4055
■障がい者グループホーム

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

株式会社
ゆうわソサエティ

町田市常盤町　社員・パート

未経験者歓迎!!

社員)

町田市常盤町

●1日4h以上出来る方（応相談）

回収作業
アシスタント

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

麻溝台　派遣

E-mailでのお問い合わせも可★随時受付中

ビン・缶・ペットボトル・古紙回収等の
サポート業務です

◎車通勤応相談

現地面接OK

自転車・バイク
通勤大歓迎!!

時給／1,100円～
時間／8：00～16：30
休日／日曜、他シフト制
待遇／交通費規定内支給、作業服貸与

シニア・未経験の方、歓迎!!

  お仕事内容
は

難しく

ありません!!
 

未経験・Wワークも歓迎♪

しっかり稼げます!!
直行直帰OK

残業無し

勤務開始日相談可
週1日から勤務

可

勤務地
南区麻溝台

※原則運転はありません

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。4/12（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

㈱アクティブリンク

042-851-3382

【第2倉庫】相模原市中央区清新8-11-1
【本社】相模原市中央区東淵野辺1-1-5

清新

［受付］月曜～土曜9：00～17：00※お気軽にお電話下さい

下記参照　内職

家事の合間やお子様の寝た後など

時間を有効活用出来ます!!
※車で引取・納品出来る方

内職

内職・場内内職募集!!

●年令不問●曜日・時間自由
●冷暖房完備●車通勤応相談
●自転車・バイク通勤可場内内職
荷物の持ち帰りしなくてOK!

紙製品の簡単な組立・テープ貼り・
封入・検品等、各種有

頑張った分
だけ、収入に
なります♪

㈱エーピーアイ（API）

受付本社▶受付▶ 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

［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

下記参照　CM

https://yorozuyafuyu.com/

相模原市のプロ集団
安心の自社施工・管理

雨漏りにお困りの方もご相談下さい

塗装（外壁、内装）・

屋根補修・防水・クロス

相模原市中央区東淵野辺5-15-15マイファーム201 042-750-5472

ハウスメンテ
神奈川県知事許可（般-30）第85281号

東淵野辺　CM

見積
無料!!
見積
無料!!

ハウスメンテ

まずはあなたのご自宅を無料診断しませんか？
雨漏りに

厚木市山際　CM

厚木店
厚木市
山際554-1 046-245-1341 P50台

山際本店
クレジットカードやPayPayなど取扱店 

創業50年
相模川

R16

橋本五差路

山際

R129

11：00～21：00
5月は10：00～OPEN!!

※L.Oは20：30
【営業時間】

バラが見頃を迎えます 落ち着きのある個室
出来上がりました
皆様のご要望にお応えして
個室をご用意致しました。
4名様～8名様でご利用
出来る個室です。

景色を楽しめるウッドデッキ
お外では

ワンちゃんと一緒に
お食事出来ます
ゆったりとした
空間で食事を

楽しみませんか？

昨年のバラの様子
ホールスタッフアルバイト同時募集 時給／1,050円～　時間／10：00～21：00の間で3h～8h（応相談）

水郷田名・下九沢　CM

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有限会社柿澤塗装店

■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

（詳細はwebをご覧ください）

柿澤塗装店

ｰKakizawa SNSｰ
施工風景や様々な情報を更新中！

1

愛川町
相模原
信頼度54年

総業

@kakizawatosouten職人
直営

［応募］電話連絡の上、履歴書持参でご来社下さい。

定年退職
された方も
大歓迎♪

●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
多数活躍中!!

日給／8,500円～9,500円　
年令／18才以上
時間／日勤…8：00～17：00
　　　 夜勤…20：00～翌朝5：00

●研修期間4日間有
●制服貸与 勤務日数応相談
※委細面談

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

働きやすい職場です

夜勤
手当有

［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

※年令・経験考慮します

社員募集!!

　
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


