
正社員募集地元で
安定して働く!!
一人一人のスタッフ
大切にします!!

給与／固定給制23万円～25万円＋能力給
資格／要普免　時間／8：00～18：00
休日／土曜、日曜、夏季、年末年始
待遇／賞与年2回、昇給有、交通費支給、
　　　社保完、家族・住宅手当、退職金制度

下記参照　社員

042-712-3150本社／相模原市中央区中央1-13-1

［応募］電話連絡の上、履歴書持参でご来社下さい。面接場所：上溝営業所（担当／採用係）

ラクサニー株式会社
ダイドードリンコ㈱・サントリー製品の卸販売業務

●問い合せ先（月～金9：00～18：00）

【勤務地】
上溝営業所

相模原市中央区上溝2380-1
（R129沿、上溝南中そば）

自動販売機の商品補充のお仕事
【配送先…相模原市内近隣】

有限会社アステ
精密板金加工・製缶

相模原市中央区田名塩田4-19-6 042-777-6252

[応募]電話連絡の上、履歴書持参でご来社下さい。

給与／18万円～30万円以上（残業代含）※試用期間有
時間／8：25～17：30（残業有）
休日／第2・4土、日、祝(会社カレンダーによる)、夏季、年末年始
待遇／昇給年1回、社会保険完備、各種手当有、有給休暇、
　　　交通費支給、マイカー通勤可

田名塩田　社員・パート・アルバイト

アステ

※詳細はお問合せ下さい。

溶  接
パート・

アルバイトも可

（アルゴン・半自動）

女性
も多
数

活躍
中で
す

042-778-4377

［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1-5-4㈲ケールーフ工業

田名塩田　社員

給与／24万円～45万円以上（手当含む）
　　　※見習い期間有
休日／隔週土曜、日曜、夏季、年末年始、GW
待遇／昇給年1回、賞与、社会保険完備、
　　　交通費支給、退職金制度有、
　　　住宅手当有、家族手当有、駐車場完備

現場スタッフ募集

大手メーカー

とのお取引なの
で

仕事量も豊富で
す!

車の免許がなくても大丈夫♪

未経験
OK!!

葉山島　パート・アルバイト

時給／1,050円～
時間／7：00～10：00
休日／月曜（月曜が祝日の場合は火曜休み）
待遇／交通費規定内支給、車通勤可

相模原市緑区葉山島37
町田乗馬センター

清掃全般クラブハウス・
馬小屋含む

［応募］10/3（日）より受付。電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参下さい。〈定休日〉月曜

042-782-0262
http://www.machida-rc.com/

動物が
好きで
元気な方
大歓迎!

火曜～日曜の間で週2日～OK

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～
　　　※試用期間有（3ヶ月）
時間／8:30～17：30 
　　　※早出・残業ほとんどナシ!
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

松が丘　社員
仕事もすぐに
慣れることができ、
良かったです!
スタッフの皆さんが
とても親切なので
安心して働けます
入社3年目 
Kさん 39才

未経験

OK

厚木市山際　社員・パート・アルバイト

厚木市山際554-1

創業50年 ローズガーデン

046-245-1341 P50台
山際本店

相模川

R16

橋本五差路

山際

R129

[応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参下さい。

時給／1,050円～
時間／3h～8h出来る方
　　　　（応相談）

昼間の
パート・アルバイト

正社員
給与／20万円～25万円
時間／10：00～、11：00～、
　　　12：00～
　　　※実働8h、シフト制
休日／週休2日制
待遇／昇給・賞与有、社保完、
食事付、交通費支給、車通勤可

異業種からの転職大歓迎!!週1日～OK

スタッフ
募集!!

2t 中型運転手
麻溝台　社員・アルバイト　　　

■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）

［応募］電話連絡の上､履歴書（写真貼付）持参下さい。

給与／月（21日）290,000円以上
時間／6：00～18：00※昼休75分
待遇／社保完、有休あり、作業服貸与

1日走行平均150キロ程度
◎研修1週間
　程度有

矢部　CM

求人情報サイト

リニューアルし
ました

jobr
または

で検索!!

パソコン・スマホで
毎週日曜に更新され

る

求人情報が見られま
す。Indeed（インデ

ィード）にも掲載!

ジョブアール
042-754-8929求人のご掲載に関するお問い合わせはこちら

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

未経験でも一流の職人になれます!!
このお仕事はそんな可能性を秘めたお仕事です

単に塗装するのではなく
人の心を動かす色を
一緒に塗りませんか？

相模原市中央区宮下2-13-5

サガミ急送㈱
鋼材輸送

042-773-5541㈹
コ コ ヨ イ

[応募]電話連絡の上、履歴書（写真貼付）・運転記録証明書
　　　を持参でご来社下さい。担当/高橋

サガミ急送

鋼材(条鋼、鋼板)を軸に平車対応物全般
新入社員（未経験者）には、新人研修制度があります!!

相模原・厚木・横浜・浦安が主な積込み場所で、翌日客先へ納入し、
日中便で近隣を配達後、翌日分の積置を行います。

現在、弊社では交通事故防止・エコドライブに積極的に取組んでいます。

給与／25万円～35万円
資格／玉掛け、フォークリフト、床上操作式クレーン（入社後の取得も可能）、
　　　その他運行管理等の管理資格保持者優遇
待遇／研修制度有、試用期間有、期末手当有、各種社会保障完備、
　　　交通費支給、制服貸与、車通勤可、健康診断年2回（診断結果を基に
　　　産業医面談を実施します）、あじさいメイツ（福利厚生）、
　　　あんしん財団（中小企業保険）、
　　　社内イベント（BBQ、餅つき等開催）
休日／土、日、GW、夏季、年末年始
時間／配車により異なります

大型車ドライバー大型車ドライバー
宮下　社員

あなたのチャレン
ジを

お待ちしておりま
す!!

誇れる仕事をしてみ
ませんか？

植木職人・見習い

相模原市中央区松が丘1ー2ー82

042-751-1417 090-3525-8987

有限会社 植 政

要普免

日給／9,500円～20,000円位
　　　(経験により優遇)

※詳細は面談の上

緑地管理の簡単なお手伝い

※各種保険有

松が丘　職人

●学生アルバイトさんも働けます!!

相模原　常勤・非常勤

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
[応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)ご持参下さい。10/4（月）より受付。面接は下記にて行います。

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

介護士
募集!!

入所 通所〈資格〉
初任者研修以上

〈資格〉
介護福祉士

月給／25万円以上
　　　※夜勤手当含む
時間／①、②、③、④

月給／21.5万円以上
時間／①

時給／1,100円以上
時間／①、③、④
勤務／週3日～

時給／1,150円以上
時間／①
勤務／週3日～

［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
※試用期間有

■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!

建造物総合解体業 有限会社東亜CR
042-763-3404相模原市中央区上溝314-1

（R129バイパス沿）

[応募]電話連絡の上、履歴書持参下さい。10/4(月)9：00より受付。

上溝　社員

■経験者

日給／14,000円
資格／要普免　休日／日曜、有給休暇
時間／7：00～17：00
　　　（8：00現場着～17：00現場上がり）

■2t・4t免許所持者
※見習い期間3ヶ月有

★有給休暇有
★交通費支給
★その他相談に乗ります

★昇給有

正社員
募集
正社員
募集

【皆勤手当】
10,000円／月

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

1

相模原
愛川町
信頼度

施工風景や様々な情報を更新中！
ｰKakizawa SNSｰ

@kakizawatosouten

雨もり
だきゃあ、

許せん!

■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

雨漏り

葺き替え

屋根工
事

全般!
!

塗るだけじゃない住まい丸ごとおまかせ !マルチな塗装店。

水郷田名・下九沢　CM



本物の技術を
学ぶなら

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

■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

下記参照　社員

柿澤グ
ループ

で

休日／日曜、祝日、夏季、年末年始、GW　★試用期間2ヶ月有
待遇／社保完、交通費支給（会社規定）、車通勤可

パート
★時間帯応相談

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）
　　　持参でご来社下さい。
　　　10/4（月）より受付。

㈱山一アルミ

時給／1,050円～
時間／9：00～17：00の間で
　　　3h～5h勤務出来る方

電話応対・PC入力（ワード・エクセル）一般事務

〈月給例〉190,000円～

〈月給例〉180,000円～

社  員
★年1回昇給有

町田市小野路町　社員・パート・請負

土曜日に勤務できる方歓迎!!

町田市小野路町4392（浅間下バス停近く）

042-736-0022

浅間下バス停

至相模原
至町田市→

多摩南野

小野神社前

小山

当社

京王多摩センター

156

町田街道

週5日勤務
の場合

週6日勤務
の場合

※詳細は面談にて
70万円以上も可最低保障30万円～下請けさん

同時募集
頑張り
次第で

一緒に
働きませんか?

時間／
9：00～17：00

車検切れ
の車

使って
いない車

動か
ない車

陽光台　CM

高価買取中!!
廃車・買取り実績多数!!

http://kurumaya-san.com/

相模原市中央区
陽光台3-16-14

0120-596-085
くるま屋さん

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

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。

秘密厳守
します

●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）

高年式車・外国車・新古車も

ご相談無料!! お気軽にTEL下さい!
当社にすべてお任せ下さい!!

塗装（外壁、内装）・

屋根補修・

防水・クロス

相模原市のプロ集団

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!!

あなたのお住まいの困りごと、ぜひご相談下さい！

住まい
の

トータ
ル

メンテ
ナンス

雨漏りにお困りの方もご相談下さい

安心の自社施工・管理

日給／10,500円～
　 12,000円
時間／20：00～翌5：00

夜勤

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
当社の
ホームページも
ぜひご覧ください!!

時間／8：00～17：00
日給／9,500円～10,500円
日勤

入社祝金

3万円支給
!!

年度末までの特別給与!!

【勤務地】相模原市内・他

美味しい新米
刈り取り始まりま

す!!

厚木市山際　CM

お米農家
046-289-2969厚木市山際554-1

【受付時間】9：00～20：00

5kg 2,980円

4,480円10kg

はるみ白米

10kg

30kg

4,380円

12,480円

はるみ玄米

待ちに待った新米の季節。「米の食味ランキング」で最高の特Aを得た
人気の品種「はるみ」が今年も美味しく実りました。
「はるみ」はもちもち食感と甘み、コシヒカリに負けないツヤが特徴。
燻煙（殺虫処理）をしない新鮮な状態でお届けします。
中津川の清流で美味しく実った新米を、是非召し上がってみて下さい!
厚木の食のブランドに認定されているお米です。
ご注文・お問い合わせはお気軽にどうぞ!!

特Aの県内産米「はるみ」
豊作につき、品質も価格も◎

懐かしいオート三輪で配達することも

「ラポートを見た」で400円相当の
お惣菜プレゼント ※11月末まで配達の方に

（税込4,730円）

（税込13,478円）

（税込3,218円）

（税込4,838円）

昨年より
500円
お得!!

昨年より
1,000円
お得!!

送料無料

［応募］まずはお気軽に携帯までお電話ください。採用係/中野

厚木市下荻野1422-1株式会社コアテック 080-6757-7928

下記参照

詳細はお電話ください

独立開業
支援制度有

経験者優遇!!

時間／9：00～18：00
休日／土、日、大型連休有（GW・夏季・年末年始）、他会社カレンダーに依る
待遇／交通費規定内支給、昇給有、社保完備、社員登用有、安心の研修有、
　　　社員食堂（1食150円～300円位）、各種手当（家族・残業など）、車通勤可

勤務地 相模原市緑区大山町2-10
（アリオ橋本店の目の前）
A AB （大山町・橋本駅南口より無料送迎バス有）

相模原市緑区根小屋1752-7 面接地

※試用期間有

　社員

このお仕事、
魅力のある
内容です!!

お電話待ってます!

リモコンでクレーンを動かし、対象物の吊り降ろしや移動を行うお仕事

月給／215,000円以上
資格／床上操作式クレーン免許　勤務／週5日

①天井クレーンオペレータースタッフ〈正社員〉
第一種又は第二種電気工事士あれば尚可

時給／1,264円～　勤務／週5日

②電気工事士・組立スタッフ〈正社員〉

当社は若い方から年配の方まで活躍出来るお仕事内容です!!

大手企業内のお仕事

資格取得支援制度有資格取得支援制度有

070-1258-6383
〈企画事業部〉

萬屋芙由㈱
ヨロズヤ　  フ　 ユ

萬 相模原市南区相武台団地2-6-4-22https://yorozuyafuyu.com/萬屋芙由㈱グループ

マンション・アパート・団地に
お住まいの方々に、とっても便利です!!とっ

てもお得です♪♪

046-289-3553〈配送事業部〉

通常40,000円

下記参照　CM

29,800円
より

　CM

安心価格にてご案内してます!!

ご相談下さい!!

看板作成

のぼり作成

名入れタオル

カレンダー

チラシ・封筒作成

ステッカー作成

日給／

14,000円～
月給／

300,000円～現場監督

土木作業員

相模原市中央区田名2144日栄建設㈱ 042-761-0173

下記参照　社員・パート

時間／8：00～17：00
休日／土曜、日曜、年末年始、夏季、GW

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）
　　　持参でご来社下さい。

あなたならきっと出来る!! お仕事です!!

社保完 車通勤可 制服貸与

[応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参でご来社下さい。
　　　10/4(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。

下記参照　

「ほぼ日払い君」

2t 配送ドライバー
ライフスタイルに

合わせた

　　　　　　働き
方が出来ます♪

週5日勤務で月収28万円以上も可 安定して働けます!!


