
042-851-2537
相模原市緑区原宿南2-6-10

■認知症対応型共同生活介護・グループホーム

プライミーしろあん
悠々閑々 こもれびの風景

原宿南　パート

時間／7：30～16：30
　　　9：00～18：00
　　 10：00～19：00

時間／17：00～翌10：00

時給／1,014円～ 日給／18,300円～

待遇／社保完、昇給有、雇用保険、有給休暇、車・バイク通勤可、交通費全額支給

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でお越し下さい。担当／佐藤

http://neovision.saloon.jp/

夜勤専門員同時募集 ※給与・待遇等は
相談の上

時短でも

働けます!!

1日3h～
勤務OK!!

★時間応相談

Wワーク
OK

未経験の方
歓迎!!

手厚い
研修制度有

日勤・夜勤どちら
でも勤務OK!!

時間は
ご相談下さい

月給／21万円～

橋本　社員

相模原市緑区橋本1-14-11
㈱34ホーム
［応募］お気軽にお問い合わせください！

042-775-5534（担当/足利）

メール：24h OK TEL:9:00 ～17：00

月給／22万円～（経験による）
時間／9：00～18：00　休日／火、水（応相談）
待遇／昇格・昇給有、社保加入、通勤手当、年次休暇有、社用車貸与

お客様の「快適なおうち時間」をサポートできるお仕事

活気ある明るい職場で、
住宅の点検業務を行ってみませんか？
先輩社員が丁寧に指導いたします。

住宅の点検 及び
アフターサービス
未経験可!

点検員募集!!

〈仕事内容〉
大手ハウスメーカーなどの住宅点検
及びアフターサービス業務
◎お客様の住宅を訪問、定期点検の実施
◎お客様との点検日程の調整
◎簡単な住宅補修業務の実施

人と接する
ことが
好きな方

車の運転が
好きな方

住宅・
インテリアに
興味がある方

こんな方に

オススメ!
!

正社員

!!

田名　社員・パート

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／28万円～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

働きながら
資格取得
出来ます!!

未経験者も
大歓迎!

昇給年3回
賞与年4回

即入居可の
寮完備

大型資格取得支援
制度有!!

パソコン入力
出来る方

時間・勤務日は
応相談

お子様の行事等
の休みも相談可

月曜～金曜の間で

週3日出来る方

配送区間内、会社
負担にて高速使用

で

時給／1,050円～ 時間／9：00～17：00の
　　　間で1日6h程度

相模原　常勤・非常勤

[応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)・職務経歴書をご持参下さい。
　　　7/12（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

休日／【常勤のみ】週休2日、祝日、夏季、年末年始※年間休日123日
待遇／【常勤のみ】昇給・賞与有、社保完【共通】車通勤可、交通費規定内支給

支援相談員 看護師
（デイケア）

給与／240,000円～
　 295,000円
時間／日勤…　8：45～17：15
　　　遅番…10：30～19：00

時給／1,500円～
　 1,600円
時間／9：30～16：30

｝シフト制

福祉施設勤務・
相談員勤務経験者

週2日
※曜日応相談

常勤
非常勤

田名塩田　社員

給与／200,000円～300,000円
　　　(残業含む) ※試用期間3ヶ月
時間／8：00～17：00
休日／土曜隔週、日曜、
　　　他当社カレンダーに依る
待遇／社保完、昇給、賞与、昼食代補助

■産業機械製造・販売・移設・改造・修理
［応募］電話連絡の上、履歴書持参でご来社下さい。

相模原市中央区田名塩田1-15-5㈱共榮メンテナンス 042-777-1677

正社員募集 NC旋盤工、
機械修理工

地元の安定企業で
一緒に働きませんか？

幌車・箱車
冷凍・冷蔵

下記参照　業務委託

[応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参でお気軽にご来社下さい。
詳細はお電話下さい。

月商／20万円～70万円
《支払い▶月末締・翌月20日払》

● 軽貨物ドライバー ●

【勤務地】本社（厚木）・
相模原営業所

軽貨物スポット便・チャーター便

042-777-0281

■創業33年・軽車両80台所有

相模原市中央区上溝123-1-2F

詳細は、お気軽にお問い合わせ下さい!!

株式会社 かなめ流通サービス
HP▶http://www.kanameryutsu.com

046-246-0281
厚木市山際162-1

社用車リース制度
（幌車・冷車）

大歓迎個人事業主、これから始めたい方歓迎

ドライバー募集

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

【常勤】 【非常勤】

資格／初任者研修、ヘルパー2級以上
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

未経験やブランクある方もしっかりサポート!

楽しく働きやすい環境が整っています

［応募］お気軽にTELまたはwebよりご応募下さい。

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/

スタッフ同士の仲も良く、連携もバッチリ!!

応募前
「施設見学」
などもOK!

共和　常勤・非常勤

ぜひ
ご相談下さい!車のこと!!

●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）

あなたにピッタリのプランをご提案いたします

買取強化キャンペーン中!!
高年式車・外国車・新古車も

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。

新しく車を乗り換えたい!! 
車を高く売りたい!! 大歓迎!!

使って
いない車車検切れ

の車

動か
ない車

高価買取中!!

当社にすべてお任せ下さい!! ご相談無料!!
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/

陽光台　CM

!

ご相談無料

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

時給／1,020円～
　　　※試用期間3ヶ月1,012円
時間／9：00～18：00

休日／土、日、祝、GW、夏季、冬季
待遇／作業服貸与、車通勤可、
　　　有給休暇、交通費規定内支給

例）9：00～12：00、
　  9：00～15：00、
　13：00～18：00等

042-703-0870相模原市緑区橋本台2-1-31

[応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参下さい。

株式会社　サガミテクニカル
http://www.sagamitechnical.co.jp/

組付け・外観チェック・箱詰めなどの出荷作業

※詳しくはHPをご覧下さい

橋本台　パート
お子様がいる方も安心して働ける環境が整っております

★学校行事や家庭の事情などによる
　お休みの調整も柔軟に対応します

★30代～60代の幅広い年代の
　女性が活躍している職場です 

未経験でも
丁寧にサポート
します

相談
出来ます!

週3日からOK

相模原　社員・パート・アルバイト

給与／25万円～35万円
　　 ※超勤手当含む（7万円～10万円）
時間／8：30～17：30 ※現場により変動有
休日／夏季・年末年始・GW休暇を
　　　含めた年間105日

時給／1,050円～
時間／9：00～18：00の間で応相談

時給／1,050円～ ※能力給有
時間／8：30～17：30 ※応相談
　　　※現場により変動有 

相模原市中央区相模原2-3-16
山崎ビルB-201㈲相都測量設計

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

042-752-9424

一般事務〈パート〉
●測量事務所での書類作成
　及びその他事務処理

土曜勤務出来る方

週3～4日勤務出来る方

測量技師

〈アルバイト〉 〈社員〉

●土地家屋調査士業務の補助作業
●敷地調査に係る業務 ●地盤調査

未経験・資格が
無くても大歓迎

土地家屋調査士・測量士・
測量士補・普通免許
あれば歓迎!!

●不動産（土地・建物）・道路の調査
　及び測量、それらに関する書類作成
●CADソフトを使用した図面作成
●その他土地家屋調査士業務
●敷地の測量・現況測量

待遇／昇給有、社保完、労災完備、有給休暇有（基準有）、車通勤可、交通費支給（規定有）

家族手当有

昇給有 車通勤可社員登用制度有

社員登用制度有

週2日～OK

■■■■■ ■■■■■

[応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参でご来社下さい。
　　　7/12(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
待遇／賞与年2回（社員の場合）、社保完、車・バイク通勤可、制服貸与

日給／12,000円～13,000円 
　　　★能力により考慮します。

2t 配送ドライバー
週5日勤務で

月収28万円以上も可

「ほぼ日払
い君」

下記参照　

給与／面談にて決定　
　　　※見習い期間3ヶ月有
休日／日曜、GW、夏季、年末年始

下記参照　社員

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

相模原市中央区水郷田名2-22-21林塗装店
090-2453-3049

●未経験大歓迎!! ●中卒からOK!!

このお仕事は
一生涯続けられます!!

自分自身の可能性に
チャレンジしませんか？

塗装職人・見習い募集

経験ある方

高給優遇!!

あなたならきっと
出来るお仕事!!



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㈲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　一般住宅専門・ハウスメーカー専門

1

相模原
愛川町
信頼度

ｰKakizawa SNSｰ
施工風景や様々な情報を更新中！

@kakizawatosouten

　業務委託・アルバイト　

資格／要普免（AT限定可）　※週5～6日勤務※休日はシフト制により希望日応相談
待遇／社保完、制服貸与、研修制度有、社員登用有、車両レンタル有、開業サポート有

【エリア】座間・相模原・町田

［応募］まずはお電話の上、面接にお越し下さい。（採用係／応募受付9：00～17：00）

アトム 相模原市中央区淵野辺4-38-7-2F

㈱ATOM 042-768-8200

◎企業便・
食品配送便等々

★未経験の
　方も歓迎

時間／8：00～13：00　

時間／8：00～18：00　

日給／10,000円以上

日給／13,000円

①食品配送
時間／17：00～※2～3時間の仕事　

1個／300円②雑貨配送

③雑貨配送
※①と組合せ出来ます。

下記参照

ドライバー募集!!
高収入も
目指せます!!

軽貨物 ★安定
した

　　仕
事量で

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／週休2日（月8～9日休み有）
　　　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

※試用期間有（3ヶ月）

松が丘　社員

●入社日応相談

廃棄物収集
及び構内作業

社 員 募 集

早出・残業

ほとんどナ
シ!

若い方もしっかりサポートします!!

場内作業

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　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。

時給／1,500円～
時間／8：00～17：00
待遇／作業服貸与、食事支給
休日／土、日、祝、夏季、年末年始、GW

経験者優遇!

50代60代の方
活躍中!

車に関して
詳しい方

16才

18才

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

下記参照　社員

■塗装業　神奈川県知事許可（般-02）第64348号　一般住宅専門・ハウスメーカー専門

ｰKakizawa SNSｰ
施工風景や様々な情報を更新中！

@kakizawatosouten

17才

相模原市中央区田名5770 042-761-6940
株式会社 北栄興業

■産業用自動装置 治工具設計製作
[応募]9：00より受付。電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参下さい。問い合わせだけでもOKです。

月給／20万円～35万円以上＋各種手当（前職・経験考慮） ※試用期間有
時間／8：00～17：00
休日／第1・2土曜、日曜、祝日、GW、夏季、年末年始
待遇／昇給年1回、賞与有（業績による）、社保完、交通費支給、有給休暇有、
　　　マイカーOK、作業服貸与、残業手当有、家族手当有、他各種手当有

田名　社員・アルバイト

（　　　　　）固定客先との
打合せ・製作手配等

（汎用・NCフライス） 

②技術営業

①機械加工 ■PC出来る方 ■要普免

～自動車製造関連のお仕事です～

 経験者優遇!
!

正社員募集!!

未経験の方も
ご相談下さい。

アルバイトも可
※ご相談下さい

アシスタントからの
スタートです!!

株式会社 ZERO 080-4810-9112

■総合建築業

相模原市中央区相模原2-13-3相模原ビル2F

[応募]電話連絡の上、身分証お持ち下さい。(履歴書不要)　[面接]月曜～土曜

★車・バイク通勤可
　（駐車場完備） 

★残業代他手当

相模原　アルバイト

日給／10,000円～
時間／8：00～17：00
休日／日曜、他応相談

(受付時間/13：00～18：00)

毎日が

給料日!!

042-707-0885

きれいな1R
個室寮完備!!(即入寮可)
現場迄の交通費は
一切かかりません!!

経験者
優遇!

全額
日払い!

作業員大募集!!

未経験者
歓迎!

下記参照　社員・アルバイト

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。

資格／準中型免許（車輌総重量5t未満OK）
待遇／社保完、退職金共済（勤続1年目から）、
　　　報奨金制度有、借り上げ社宅有、
　　　資格取得支援有、車・バイク通勤可、
　　　制服貸与、研修期間有、試用期間3ヶ月

日給10,000円　　時間／5：30～14：00前後
勤務／週3～6日出勤 ※出勤日応相談（所持免許により変わります）

日給9,000円
時間／7：30～14：00前後　勤務／月曜のみ（月曜祝日はお休み）

2t車ドライバー募集!

その他2t車のお仕事もあります!

まずはお気軽に
何でもご相談下さい!
お問い合わせも
大歓迎いたします!

嘱託者も歓迎致します

当麻　職員

■サービス付き
　高齢者向け住宅 相愛なごみ館 相模原市南区当麻1306-1 042-778-3586

給与・時給／当施設規定による
正職員待遇／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

ブランクのある方も安心して働ける環境です。

＊初任者研修資格（旧ヘルパー2級）・介護福祉士資格をお持ちの方歓迎

介護・生活支援スタッフ
ケアマネージャー

見学してみませんか？

お気軽にご相談ください。

日給

  10,500円～
12,000円

時間
20：00～翌5：00

夜 勤

時間
8：00～17：00

日給

　9,000円～
10,500円

日 勤

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

https://toukeiservice.co.jp/

　アルバイト

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）

資格保持者手当有 寮希望の方応相談 社員登用制度有

【勤務地
】相模原市

内・他

交通誘導
・イベント

等

当社の
ホームページも
ぜひご覧ください!!

安定した警
備のお仕事

だから安心
して働けま

す!!

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・パート

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

パートさん同時募集

●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

荷物の持ち帰りしなくてOK!

●週3日～（扶養範囲内考慮）
〈倉庫内仕分け・検品作業等〉●未経験者も大歓迎！

【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

㈱アクティブリンク

㈱エーピーアイ（API）受付本社▶ 042-810-2992

042-851-3382受付▶

【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

紙製品の簡単な組立・テープ貼り・
封入・検品等、各種有

内職・場内内職 募集!!

内職 場内内職

［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

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

■本　  社
レーザーオペレーター■第2工場

■第3工場
042-711-9412

042-
764-3408

ベンダー工

半自動溶接・Tig溶接工
女性も活

躍

できます
!!冷暖房完備なので快適です!

https://yorozuyafuyu.com/
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


