
場内作業さん募集

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。 

日給／12,000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!

3名採用

予定!!

男女交通誘導員さん

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

［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!!

働きやすい
職場です!!

日給／9,000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 ★夜勤手当有

●研修期間4日間有
●制服貸与

勤務日数応相談
※委細面談

下記参照　アルバイト

相模原市緑区相原2-21-8-201株式会社 Lee
［応募］お気軽にお電話下さい。 担当／小山

080-3387-0405

期間
3月末迄!!

現場作業員
大募集!!

現場／関東エリア

日給／12,000円～18,000円
　　　※出張手当あり
勤務／月～土　休日／日曜、他
時間／8：00～17：00

日給／10,000円～
時間／8：00～17：00
休日／日曜、雨天　待遇／車通勤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。

大手ハウスメーカー指定工事店

※見習い期間有　※要普免

ウッドデッキ職人

八王子市下柚木358-1

パシフィックW&S㈱

042-674-1300

http://www.pacific-wands.net/

インパクト等を使ったことがある方なら
未経験でも先輩職人が教えます！！

★体力のある方

お待ちしております!!

八王子市下柚木　職人

Your life with wood
当社野猿街道

八王子
由木郵便局 交番

大栗川

殿ケ谷戸西

〒
モスバーガー由木市民センター

真鍋歯科医院

日払い
応相談 ★安定して

   働きたい方

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!! 

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

中卒からOK!!

経験ある方

高給優遇!!

仕事ができる

カッコイイ背中に

なりませんか？

あなたにも

チャンスは

必ずあります!!

塗装職人

見習い募集

横山台　パート

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参下さい。

〈交通〉JR相模線「南橋本駅」車2分、
「上溝駅」車5分、JR横浜線「相模原駅」車5分

042-786-0787

相模原市中央区横山台1-21-8

待遇／社保完、交通費規定支給（月5万円迄）、資格取得支援制度有、研修制度有、
　　　親族入居割引、車通勤OK

②入浴介助・リネン交換スタッフ

①日勤介護スタッフ

さがみ中央

■介護付有料老人ホーム

時給／1,040円～1,181円
時間／①★7:00～勤務できる方大歓迎（2、3時間でも可）
　　　②7:00～16：00
　　　③9:00～18：00
　　　④11:00～20：00

時給／1,040円

お気軽にご応募下さい!!

★時間
　応相談

★有資格者
優 遇

介護のお仕事に携わってみませんか？

土・日・祝

UP時給30円

資格・経験不問! 時間・日数応相談OK

時間／9:00～14：30位
★2、3時間
　でも可

★週2日～
OK

※土曜勤務できれば尚可

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）
　　　持参でご来社下さい。
　　　10/18（月）より受付。

㈱山一アルミ

休日／土曜、日曜、祝日、夏季、年末年始、GW
　　　★試用期間1ヶ月有

待遇／社保完、交通費支給（会社規定）、車通勤可

電話応対・PC入力
（ワード・エクセル）

一般事務
町田市小野路町　社員・パート・請負

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

※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

パートさん
★時間帯応相談

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

月給／180,000円～
時間／9：00～17：00

社  員
★年1回昇給有

一緒に
働きませんか?

相模原市中央区相模原1-3-8岩本ビル4A

訪問介護サービス「夢(ドリーム)」

[応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参で
　　　ご来社下さい。介福登録証・ヘルパー修了
　　　証(2級以上)・印鑑を必ず持参下さい。

042-730-5720

　パート 相模原

週1日～OK!
1日1h～OK!!

●勤務開始日応相談!! 有給休暇

アリ!!

時給／ 1,500円～1,900円
　　　　（処遇改善手当含む）
資格／介護職員初任者研修（ヘルパー2級以上）、
　　　要普免

●給与支払日・末〆翌10日

●交通費全額支給!!

直行直帰
OK!!

長く働いているヘルパ―さん多数!!居心地の良い当社で一緒に働きませんか？

お気軽にご応募下さい!!
年令不問
定年ナシ!!

介護福祉士
資格所持者優遇

資格のない方も
資格取得7割助成

土日及び夕方以降出来る方優遇

愛川町・

相模原市の方

大歓迎!!

※詳細は面談にて
給与／当社規定による

※一部規定有

状況により現地までの送迎有!

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　　休日／週休2日制
時間／10：00～、11：00～、12：00～ ※実働8h、シフト制
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!!

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

[応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参下さい。

スタッフ
募集!!

週1日～OK

本物の技術を
学ぶなら

柿澤グループ
で

柿
柿

柿 柿

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

動か
ない車

車検切れ
の車

使って
いない車

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!!

年末前に車の片付けをしませんか？お早めに!!

［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

勤務地 B

※試用期間有

　社員

応募の
チャンスは
今!!です

お電話待ってます!

勤務地 A B

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積極採用中です!!

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



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・アルバイト

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。

このお仕事ならしっかり稼げます!!
シニア世代も活躍中!!

社保完 車通勤可 制服貸与

042-764-2536相模原市緑区
下九沢1733

[応募]10/18(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

倉庫内

スタッフ
募 集
(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

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!!

★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。

時給／1,040円
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）

未経験者歓迎!!

20代～50代
活躍してます!

まずはお電話下さい!!

月給／30万円～33万円
　　　※試用期間有
時間／14：00～
休日／会社カレンダーによる

042-762-5151
相模原市中央区田名5978

〈受付〉
9：00～17：00

［応募］10月18日（月）より受付。電話連絡の上、履歴書持参でご来社下さい。

㈲静公運輸
せい　  こう

下記参照　社員・アルバイト

●社会保険完備

【車庫地】海老名市・相模原市田名】

日給／10,000円
時間／14：00～※コースにより異なる

※詳細は面談の上

40代～50代
の方が活躍中!!

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!!

警備スタッフ募集!!
交通誘導・イベント等 【勤務地】相模原市内・他

安定した警備のお仕事だから安心して働けます!!

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／9,500円～10,500円

日勤
年度末までの特別給与!!

入社祝金
3万円支給!!

［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

※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!

髙森製作所

[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　社員

月給／25万円～30万円以上
　　　（皆勤手当含）
時間／0：00～8：00

月給／21万円～30万円以上
　　　（皆勤手当含）
時間／5：00～14：00※早出有

社員募集

◎調理師 ◎調理員

◎給食の調理、衛生管理など

待遇／昇給年1回、賞与年2回、各種保険完備、昼食補助、
　　　退職金制度、制服貸与、各種手当有、車・バイク通勤可
休日／隔週土、日、祝、夏季、冬季、GW

※要調理師
　免許

厚木市山際　CM

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

11：00～20：00
※L.Oは19：30 ※時短営業

【営業時間】
ローズガーデン

100種700株のバラに囲まれた開放的なテラス席で秋バラを眺めつつ食後のデザートも楽しめます

ふわふわかき氷（国産生いちご、生マンゴなど）や
自家製あんみつ

新米収穫
出来ました!!

お食事をご注文の方には
＋330円でデザートセットに!

特Aの県内産米
「はるみ」
現金特価で
店頭にて販売中!!

食後の
デザートに!

正社員募集 当社のスタッフは
未経験から

スタートした人
ばかりです!!

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】

転職者
大歓迎!!

Mail:takahashi@fp-mrtk.com
GIFT 090-2254-2195

防犯マジックショー防犯マジックショー
下記参照　CM

ail:takahashi@f

日頃それぞれ仕事を持つ青年経済人が集まり
地域貢献活動として手品を織り交ぜた振込め
詐欺撲滅の防犯講話を年間30～50箇所、
様々な地域にてお届けしております!!
企業パーティーなども
出演しております。

地域の安心・安全には行政だけでもダメ!

地域ボランティアだけでもダメ!

行政､地域、そして１人１人が手と手をとり

あって連携していくことが必要と考えます!

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

大島　社員・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。

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

日給／10,000円～

●入社日応相談
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

当社がそんなあなたを
力強く応援します!!

地元で働きたい

安定した収入の仕事に転職したい

将来、独立して会社をつくりたい

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㈲柿澤塗装店（詳細はwebをご覧ください）

柿澤塗装店

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

1

相模原
愛川町
信頼度完成 !

麻溝台　　　

㈲ニチエイ物流コーポレーション
■物流業

090-8840-5032相模原市南区麻溝台8-18-58
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。

月給／202,000円以上
時間／7：00～17：00
休日／土、日、祝、夏季、冬季、GW
待遇／社保完、有給休暇有、
　　　作業服貸与、無事故手当有

　社員

定年65才
（延長相談）

軽トラック
運転手

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

廃棄物ルート収集
及び構内作業

仕事
内容

入社3年目 Kさん 39才

入社祝い金

10万円支給!!
※規定有

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。

女性 
活躍中!!

未経験
OK!!


