
東淵野辺　社員・見習い

時間／8：30～17：30
休日／火曜、祝日、会社指定日（月3日～4日有）、夏季、年末年始
待遇／昇給有、賞与有、社会保険完備、退職金制度有

給与／19万円～

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

※詳細は面談の上

相模原市中央区東淵野辺5-8-13

ホリデー車検相模原南

給与／25万円～30万円

株式会社ヤマザキ

042-754-5739

下記参照　社員

給与／180,000円～330,000円
時間／実働8h 休日／週休2日、夏季、年末年始
待遇／社保完、交通費支給、退職金制度有、
　　　資格取得支援有、社宅手当有、資格手当有

町田市中町1-30-8 菅井町田ビル
一般建設業（電気通信工事業）国土交通大臣許可（般－2）第26049号

㈱NARABA

［応募］電話連絡の上、
履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

042-785-5875

一人ひとりに合わせた指導により、誰にでも輝けるチャンスを約束します !!

インターホン設備等の弱電設備施工・管理

男女正社員募集 3名の採用予定!!

（試用期間3ヶ月）

お子さんが大きくなって
働きたいと思っている方も
是非ご相談下さい!!

年収3,200,000円
 年収3,900,000円
 年収4,800,000円 

未経験OK

厚木市上荻野　業務委託

時間／7：00～21：00（実働8h）
休日／希望考慮　待遇／制服貸与

厚木市上荻野895-2 アスカ3-102ビーユアセルフ

be yourself㈱

［応募］電話連絡の上、
　　　履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

090-5403-8660

給与／面接時に決定

車両貸し出し有り！ 
すぐお仕事できます！
リース代無料 !!

安定した郵便局のお仕事 !!

1個 ／140円～
140円×100個▶14,000円
14,000円×22日▶308,000円

勤務地●座間郵便局

新規エリア拡大の為

仕事内容●郵便局〈ゆうパック〉の配達業務

業務委託

月給例
軽での配送
なので安心 !!

未経験
OK!!

人員大募集 !!

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

新たに若い力が

仲間入り！

042-756-3344〈淵野辺店〉

[応募]連絡の上、履歴書持参でご来店下さい。

相模原市中央区淵野辺3-20-8 （担当者まで）

【職 種】

①販売（制
服等の販

売）

②制服等
のセット

期間 4月3
日位迄（応

相談）

スクール洋品ナカムラ

下記参照　パート・アルバイト

 学生ア
ルバイト

時給／高校生………1,050円
　大学生・主婦（夫）…1,100円

短期
勤務地
淵野辺店 時間／10：00～18：30

下記参照　アルバイト

［応募］日曜18:00より営業時間内に受付致します。お気軽にお問い合わせ下さい。

相模原市中央区清新5-21-8サングレイス204
担当／谷川

㈱神谷コーポレーション
■運転代行業

042-700-0330

給与／①時給制…〈一種〉1,040円～
　　　　　　　　〈二種〉1,180円～
　　　②歩合制
時間／19：00～翌3：00位の間で応相談
　　　※営業時間／19:00～翌3:00

オープニング
メンバー募集!!

男女運転代行スタッフ
二種免許
お持ちの方!!
即戦力求ム!!

「全車ナビ装着」安心してスタート! GIS（地図情報）システム導入!!

※資格により時給異なります

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］電話又はメールにてご連絡下さい。
　　　応募用メールアドレス：dydo3@elf-g.com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9：00～17：00）

正社員

募集
自動販売機の商品補充のお仕事【配送先…相模原市内近隣】

給与／固定給制24万円～28万円＋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

●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

【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）

最初は未経験からのスタートで不安ばかり

でしたが、仲間や先輩がしっかりフォローして

くれました。仕事で失敗もありましたが、

今ではその失敗が良き経験となり、

自分なりに仕事を

楽しんでいます♪

27才男性（入社2年目）

当社社員の声あなたのチャレンジを
応援します!!

面接場所：上溝営業所（担当／採用係）

042-700-2825

相模原市中央区南橋本4-2-17
（JR相模線南橋本駅より徒歩7分）

■スパイラル・消音・チャンバーの製作販売

㈱カワイ
橋本駅

旭中入口

至新宿
至横浜至八王子 京王線横浜線

相模線

NEC

NEC

東プレ

橋本駅
南入口

橋本五差路

南橋本3

南橋本駅

当社

月給／220,000円～259,200円
　　　※残業代別途支給（月平均26時間）
年令／64才以下（定年を上限）
時間／8:00～17:00
休日／日曜、祝日、月2回土曜
待遇／社保完、労災、雇用保険有、
　　　交通費別途支給（最高10,000円）、
　　　マイカー通勤可（駐車料自己負担4,500円／月）

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。（担当／河井）

鉄板の切断、組立、
機械操作等の
仕事です

■工場作業員（加工）

正社員募集!!

南橋本　社員

鉄板の板厚は
0.5t～1.2t空調資材の
製作になります。

※経験不問　試用期間3か月
　（試用期間の労働条件 同条件）

下記参照　パート

時給／1,041円～
休日／土、日、祝日　待遇／交通費規定内支給、制服貸与

時間／A  7:30～10：30
B  8:30～11：30
C 15:30～18：30

時間／7:00～10：00

町田市木曽東4-2-12
(町田街道沿い木曽交番近く)

または

(採用係)

東亜サービス株式会社

清掃パートさん募集
丁寧なお仕事サポートがあり､安心して働けます!!

校舎や施設内の共用部、トイレなどの清掃です
掃除機掛け・拭き掃除などが主な仕事です
家事との両立も可能です

40代～
60代の

幅広い
年代の

方が

多数活
躍中

(70才
定年制

)

選べる
時間帯

仕事

2～3名
2～3名
2～3名

2～3名

玉川学園（町田市玉川学園）〈勤務地〉

〈勤務地〉
桜美林大学
ひなたやまキャンパス

町田市
本町田

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。受付は3/14（月）9：00より開始。

■ビル総合管理

042-720-4149
042-797-3937

週5日
勤務

女性
活躍中

週5日
勤務

下記参照　社員・契約社員・パート・アルバイト

［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

時間／9：00～18：00　
　　　※コロナ禍により、
　　　　時差通勤実施中!!
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　
　　　※試用期間有

【勤務地】

【勤務地】

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

天井クレーンオペレーター
スタッフ

第一種又は第二種電気工事士あれば尚可

☆NC施盤多少の経験ある方OK!!

時給／1,264円～　勤務／週5日

■電気工事士・組立スタッフ

■加工機オペレーター

HP▶https://coretech- internat ional .com/

新たな職場で新しい仲間として働きませんか？？

当社は若い方から年配の方まで
積極採用中です!!

資格取得支援制度有

詳細はお電話ください
独立開業支援制度有

相模原市緑区大山町2-10
※アリオ橋本店の目の前

A B
※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【勤務地】

アイダエンジニア
リング㈱内

正社員

A B

正社員・
契約社員
パート・
アルバイト

A【面接地】

厚木市山際1350-1 (担当／採用係)

■社会福祉法人誠々会

特別養護老人ホーム 甘露苑
046-246-0158

http://www.kanroen.net

下記参照　常勤・非常勤

[応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参下さい。

①②共通　　待遇／月間休日9～10日（2月のみ8日）、年間休日112日、昇給年1回、
　　　　　　　　　賞与年2回（6月・12月）、社会保険完備、住宅手当有、扶養手当有
①②③④共通待遇／通勤手当規定内支給、有給休暇有、マイカー通勤可

④運転手（兼営繕）

月給／195,000円～255,000円
時間／8：30～17：30　休日／日曜他
資格／介護福祉士
　　　★処遇・特定処遇改善手当別途支給

時給／1,200円～1,300円
時間／7：30～16：30、9：30～18：30、
　　　10：30～19：30のいずれか 
資格／特になし（介護福祉士などの
　　　資格があれば優遇）
★処遇・特定処遇改善手当別途支給

時給／1,040円
時間／8：30～17：30
　　　※週3日～5日勤務、日曜他休み
資格／要普免※ハイエースリフト車

②【デイサービス】介護職員

月給／235,000円～280,000円
　　　（夜勤手当4回分含む）
時間／〈日勤〉7：30～19：30、9：30～18：30
　　　10：30～19：30のうち実働8時間3交代制
　　　〈夜勤〉17：00～翌10：00 月4回程度
資格／社会福祉主事、ヘルパー（2級以上）、
　　　介護福祉士のいずれか
　　　★処遇・特定処遇改善手当別途支給

①【特養】
　ケアワーカー

常 勤

常 勤
非常勤

③【特養】
　介護職員（経験者）

非常勤

下記参照　社員・パート

〒252-0244 相模原市中央区田名4777-1
上溝駅よりバス「田名バスターミナル」停歩3分 担当／へんみ・いしい

042-762-5530
［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・田名本社〉

パートドライバー

㈱

※試用期間有（3ヶ月）
㈱

www．3400.jp　

グループ

正社員
月給／22万円（みなし残業22h/3万円含む、無事故・
　　　皆勤手当含む各5,000円）

「足切営収ナシ」「時給移行ナシ」「最賃割れナシ」「法定福利費以外天引きナシ」!!

時給／1,100円

★週3回フルタイムまでOK※出勤調整ナシ!!
※但し、3ヶ月勤務後4ヶ月目
　に支給となります

＋ワクチンインセンティブ

2万円支給!!

※2回の接種証明書を
　提示要

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

10万円支給!!

★24hいつでも給油OK!!敷地内LPGスタンド有

圧倒的サービス力を 安心して発揮して欲しいから

●マイスター手当 毎月支給!!

0～5万円／月
●個別査定賞与 半期毎に年2回!!

1～25万円／回

半期査定で

＋残業・深夜100％支給

日勤・夜勤 9時間拘束（内1時間休憩）

時給／1,300円　

★最新ナビ＆配車システム!! 2021.8月導入

入社祝い金

アルファード
SAI アスリート
プリウス

平均334,760円

給与／364,270円 平均272,081円
2021.1月～12月平均給与実績（トップ）

日勤

夜勤 給与／400,846円

日勤
夜勤

当社社長
唐橋二之

車両

2021年度いわゆる歩合率  年平均  62.3％

入社後3ヵ月間
28万円/月の
給与保証!!

[応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参下さい。

【ホビー製品の組立作業】

パートさん
募集

042-850-1140

相模原市中央区宮下3-2-20
(三菱電機近く)

担当：シシクラ

商品の設計開発から製造まで行っている企業です

㈱ワークス

JR横浜線

宮下

ボールパーク

セブンイレブン

旭硝子

セブンイレブン

ニフコ

日東製作所 メープル

三菱電機
至
八
王
子

宮
下
3

至
横
浜

当社
カトー精工

サン
ドラッグ

ヤマト運輸パチンコトワーズ

宮下　パート

お子様の学校等の

都合に合わせて休めます!

扶養内勤務可能です

時給／1,040円～
時間／9：00～15：00 ※休憩12：00～13：00
休日／土曜、日曜、祝日（会社カレンダーによる）、
　　　夏季、年末年始、GW

未経験の方でも
イチから

ご指導します

●賞与年2回●有給休暇制度有
●制服貸与

●昇給有 ●定期健診年1回

自転車通勤
OK

規定による
通勤費支給（　　　　）

職場見学できます!!

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

施設内訪問介護（生活支援含む）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。

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　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

警備スタッフ募集!!

3
～

https://toukeiservice.co.jp/

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

勤務地●相模原市内・他

時間／20：00～翌5：00

日給／10,500円～
　 12,000円夜 勤

～

046-284-1326

[応募]電話連絡の上、履歴書
持参でご来社下さい。
3/14(月)より受付。

応募問合せ

http://www.narumiya20.co.jp

車通勤
ＯＫ

勤 務 地

田名　パート

清掃パートさん募集

時給／1,045円以上
時間／9：00～15：00（時短勤務応相談）
休日／第1・3土曜、日曜、祝日、夏季、年末年始
待遇／昇給有、社保完、年休有、交通費支給、
　　　ユニフォーム貸与、車通勤OK、
　　　あじさいメイツ（福利厚生）加入

時間／9：00～17：00

【本社工場】相模原市中央区田名塩田1-15-1
　　　　　(テクノパイル田名工業団地内)

スティックシュガーの手詰作業

事務室内清掃

同時募集

入社日応相談

塩田原西

上溝南
高前

上溝バイパス
　　入口

上番田

至厚木 至下溝駅

相
模
線

塩
田
原

本社工場

番
田

未経験
大歓迎!

［応募］9：00～18：00の間で受付。電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参下さい。（担当／石川）

相模原市緑区下九沢2030-3とり道楽
ミクロフェニックスジャパン㈱ 090-4846-1205

待遇／交通費支給、制服貸与、
　　　社保完、車通勤可

下九沢　パート・アルバイト

時給／1,200円～
時間／10：00～14：00

時給／1,200円～
時間／①9：00～12：00
　　　②13：00～16：00
　　　③朝6：00～9：00

●ルート配達
　（決められた企業様、高齢者宅を配達）
●お弁当の詰め作業、簡単な調理

学生、主婦（夫）、フリーター
さまざまな方が活躍できる職場です!

時間は応相談週2回～OK!!

平日出来る方大歓迎!!

お弁当スタッフ 調理・ホール
スタッフ

時間は応相談

下記参照　社員・パート・アルバイト

相模原市中央区田名2144日栄建設株式会社 042-761-0173

当社のお仕事
は

シッカリと稼
げます!!

幅広い年令層の方が活躍中!!
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

土木作業員

現場監督

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。



下記参照　アルバイト

日給／13,300円～
　　　（経験により優遇）

資格／要普通免許（AT不可）、
　　　大型免許あれば尚可
時間／21：00～翌4：00
待遇／制服貸与

相模原市南区古淵2-18-3ヤママサ第1ビル5F

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。  
　　　受付時間／10：00～12：00　13：00～17：00

㈱コウセー 042-755-2428

しっかり稼げるお仕事です!!
Wワークしたい方もOK!!

★週1日～3日勤務できる方
（※週単位のシフト制）

元気のある方
歓迎!!清掃アルバイト募集

町田勤務地

粗大ごみの受入れ作業スタッフ

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

下記参照　派遣

E-mailでのお問い合わせも可★随時受付中

20代～60代活躍中!経験・学歴問わず安心スタートが可能です◎

相模原市内（麻溝台・橋本台・津久井）にある
粗大ごみ（リサイクル品）処理場内でのお仕事

●受入 ●整理 ●誘導

バイク・自転車
通勤OK

勤務地

相模原市緑区橋本台
緑区青山
南区麻溝台

時給／1,040円
時間／8：00～17：00（実働7.5h）
勤務／月曜～土曜のシフト制
休日／日曜、その他シフト制
待遇／交通費規定支給、作業服貸与、
　　　車通勤（津久井のみ可）、送迎有

★学歴不問・未経験OK

勤務は月毎シフト制。
週2日～、

ライフスタイルに合わせて
調整が可能です。50代・60代の方がイキイキと活躍中

週2日～OK!

日払い・週払いOK

あなたに合った

働き方が可能です

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

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

場内内職・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

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

㈱アクティブリンク
042-851-3382【淵野辺倉庫】相模原市中央区東淵野辺4-14-24

【本社】相模原市中央区清新8-11-1

内職場内
内職

夜勤
手当有

アルバイトするならおススメです!!
あなたも始めてみませんか？

5名の採用予定!!

［応募］電話連絡の上、履歴書持参でご来社下さい。

●経験者に限り夜勤のみも可　
●研修期間4日間有　　●勤務日数応相談
●交通費規定内支給　　●制服貸与

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

委細
面談

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 

田名　アルバイト

週1日～
OK

直行直帰
OK

相模原市中央区水郷田名2-22-21林塗装店 090-2453-3049

心も体も成長できるお仕事です!

もちろん独立したい方もバックアップします!!

塗装工募集
〈見習いOK〉

【給与例】
入社5年目 30代 男性

30万円以上

下記参照　社員

時給／〈一種〉1,040円～
　　　〈二種〉1,180円～
時間／19：00～翌3：00位の間で応相談
※営業時間／19:00～翌3:00

※資格により時給異なります

車通勤
OK!

金・土のみ
でもOK!

相模原市中央区清新5-21-8サングレイス204 担当／神谷

［応募］日曜18:30より営業時間内に受付致します。お気軽にお問い合わせ下さい。

0120-319-889
㈱クレストFC クレスト運転代行
■運転代行業

「全車ナビ装着」
安心してスタート!

下記参照　アルバイト

男女
運転代行スタッフ

GIS（地図情報）システム導入!!

●●●●30～40代の方活躍中●●●●

●●●現在女性も多数活躍中!●●●

下九沢　正職員

042-700-0277相模原市中央区下九沢980
(ヤオコーそば・南橋本駅徒歩15分)

社会福祉法人東の会

居宅介護支援センター みたけ
http://www.mitake-h.com/

担当
今村（　　）

給与／219,000円～249,000円 
　　　（経験に応じて上乗せ）
時間／8：30～17：30、9：30～18：30
休日／一ヶ月単位変形労働時間制
　　　＋その他休日＋年末年始
待遇／昇給年1回、賞与年2回、有給休暇、
　　　各種保険完備、退職金制度、交通費支給など

居宅介護支援専門員

［応募］電話連絡の上、履歴書持参下さい。3/14（月）より受付。★詳細は面談にて

年間休日
122日～123日
（実績）

046-289-3553〈配送事業部〉萬屋芙由㈱
ヨロズヤ　  フ　 ユ

萬
相模原市南区相武台団地2-6-4-22
https://yorozuyafuyu.com/

萬屋芙由㈱グループ

下記参照　CM　社員・アルバイト・請負

お気軽にお問い合わせください。

キャンペーン

継続決定!!

軽トラック
運転手募集

請負もOKアルバイトも可

軽トラでの
引越し専門

多数のお問い合わせ、ご依頼を誠にありがとうございます

好評
につ
き!

料金等はお気軽にご相談下さい
安心価格にてご提供致します

地震対策に
家具の移動を
しておきませんか？

単身引越しもOK!! 片付けなどもOK!!
小さな家具も移動することができます。
タンス1組3,000円より
お気軽にお問い合わせください。

月給／187,000円～
年令／65才未満（65才定年の為）

時間・休日／コースに依る

待遇／昇給有、社保完、車通勤可
若干名

業績
好調!!

[応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参でご来社下さい。 9時～18時の間で受付。

総合建物解体業 http://www.rikiken.com/

　㈱リキケン 【応募受付本社】相模原市南区下溝321-2 042-711-8140

下溝　社員

時間／8：00～17：00 ※現場による
休日／日曜、GW、夏季、年末年始、他会社カレンダーによる
待遇／社保完備、作業服貸与、車通勤可 ※試用期間有

※詳細は面談にて

上中丸

くるまやラーメンセブン
イレブン

ダスキン下溝

ファミリー
マート

中丸 本社

解体工事・管理スタッフ 現場スタッフ

正社員募集

経験・資格を活かして
働きたい方大歓迎!!

給与／400,000円～ 給与／350,000円～

2名

土木作業員
（経験・能力により考慮します）
※日払い制度はございません
休日／日曜、GW、夏季、年末年始

[応募] 電話連絡(非通知不可)の上、履歴書持参でご来社下さい。3/14(月)より受付。
※作業中で電話に出られない場合があるのでその際は時間を改めておかけ直し下さい。

相模原市中央区上溝4-8-13

河西造園 080-8036-3728〈担当〉

（応募以外の電話はお断り致します。）

■造園設計施工管理工事・外構・舗装・土木・水道施設工事

上溝　作業員

◉見習い期間有
◉請負も可
◉その他詳細は面談の上

未経験
でも

普通免
許

があれ
ばOK!!

短期・長期どちらも可!

中高年も活躍できます!!

日給／10,000円～

［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

■第3工場 042-711-9412

ベンダー工

半自動溶接・Tig溶接工

冷暖房完備なので快適です!

髙森製作所

女性も活躍できます!!

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。3/14（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!!

■非常勤

■常勤

■夜勤専従

資格▶初任者研修以上

月給／25万円以上 ※夜勤手当4回含む
時間／①、②、③、④

時間／②
1回21,500円

時給／1,100円以上
時間／①、③、④
勤務／週3日～

※回数は応相談

下記参照　CM

＊500ml  …1,980円
＊5L…… 12,100円
＊500ml  …1,980円
＊5L…… 12,100円

042-756-6698

＊商品についてのお問い合わせはお気軽に
　メールまたはお電話下さい !
＊商品についてのお問い合わせはお気軽に
　メールまたはお電話下さい !
＊商品についてのお問い合わせはお気軽に
　メールまたはお電話下さい !

＊10Lのお取り扱いもございます。＊10Lのお取り扱いもございます。＊10Lのお取り扱いもございます。

＊配送料：相模原市内及び近隣地域 550円 ( 税込 )＊配送料：相模原市内及び近隣地域 550円 ( 税込 )＊配送料：相模原市内及び近隣地域 550円 ( 税込 )

安定型複合塩素製剤

ドクター
Dr.Dr.無敵無敵

㈲ラポート企画 相模原市中央区矢部3-21-15

Limpio(リンピオ) 代理店

インフルエンザウイルス
コロナウイルス
ノロウイルス
犬コロリ病

インフルエンザウイルス
コロナウイルス
ノロウイルス
犬コロリ病

kr@rapportplan.co.jp

アルコールでは
除菌できないウィルスも
Dr.無敵なら大丈夫!!

アルコールでは
除菌できないウィルスも
Dr.無敵なら大丈夫!!

受付時間：平日9：00～17：00

安全性に関しては厚生労働省認可の第三者機関にて実験済 !!
より詳しい試験データ全性に関してはこちらから

ドクタードクター無敵無敵

スもスも
夫!!夫!!

｢すぐやらないと雨漏りする｣

｢診断してあげるので屋根に
          上らせてください」

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

水郷田名・下九沢　CM

■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

施工風景や様々な
情報を更新中！

ｰKakizawa SNSｰ
@kakizawatosouten

信頼できる地元の業者へ !!
もちろん柿澤塗装店でも承ります !

訪問屋根診断にご注意!!

などという悪質業者が増えています!!

｢屋根が割れている」

自然豊かで
広々とした
敷地にたたずむ
隠れ家的
レストラン

昨年の春バラの様子

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

R12911：00～20：00
【営業時間】

ローズガーデン
※時間短縮営業中

※L.Oは19：30

店内100席（個室有）・外50席、
ゆったりとした空間で
食事をお楽しみいただけます

厚木市山際　CM

陽光台　CM

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

●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）

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

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

警察の対応しない私有地の
放置自動車を撤去します

ご相談無料!!お気軽にTEL下さい!
相模原エリア・町田エリア・
八王子エリア・厚木エリアなど

自動車税
の事も考え、
お早めの
ご対応を!!

高価買取中!!
車検切れの
車

使っていない
車

動かない
車

廃車・買取り実績多数!!

高年式車・外国車・新古車も

当社にご相談下
さい!!廃車・買取の事

なら

営業パートさん営業パートさん

月曜～木曜のうち週3日出来る方

Newメンバー

大募集!!

●要普免

学校行事にも
しっかり対応!!

Wワークも
OK!!

20代～50代の
女性活躍中!!

勤務地　社員・パート

相模原市中央区矢部3-21-15

042-754-8929
㈲ラポート企画
http://www.rapportplan.co.jp

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参で
　　　ご来社下さい。月曜より受付。
総合広告代理店

時給／1,350円～1,450円
時間／①10：00～16：00（休憩1h）
　　　②13：00～17：00（18：00）
休日／金曜、土曜、日曜、祝日、
　　　夏季、年末年始、GW 
待遇／昇給有、社保完、制服貸与、
　　　車通勤可、交通費支給（規定有）

◎試用期間有 営業の経費は
会社負担!!

営業ノルマ
一切ナシ!!

営業未経験
でも大丈夫!!

【業務内容】一般貨物から精密機器

042-777-6356相模原市南区麻溝台1104

http://abeunyu.com

麻溝台　社員

コロナ禍でも１人１人がしっかりと稼いで
皆、成長しています!!

阿部運輸

時間／コースに依ります
待遇／社保完、無事故手当、皆勤手当、
　　　愛車手当、燃費手当、車通勤可

ドライバー募集

給与／ 35万円～40万円以上

※他、面談にて

[応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参でご来社下さい。※詳細は面談にて

〈4t平及び4tユニック〉

私たちと共に働きませんか？


