
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

042-759-0144ネストケアセンター相模原市中央区氷川町13-1-2F
[応募]まずはお気軽にお電話下さい。（担当／清水・佐藤）

※主任介護支援専門員・
　経験等により優遇

給与／210,000円～
　 250,000円
時間／8：30～17：30　資格／介護支援専門員
休日／土、日、祝日、夏季、年末年始休暇
待遇／社保完、有給休暇有、車通勤可、交通費支給 他

氷川町　正職員

ケアマネージャー
【正職員】募集

日勤のみの
お仕事です♪

☆未経験やブランクが
ある方も大歓迎

週休2日制で
働きやすい
職場です♪

時給／1,200円～

●ルート配達（決められた企業様、高齢者宅を配達）

～
時間／①9：00～12：00
　　　②13：00～16：00
　　　③朝6：00～9：00

●お弁当の詰め作業、簡単な調理

［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

未経験
大歓迎!

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

2t 中型

給与／月（21日）280,000円以上
時間／7：00～17：00
　　　※早出、残業の時もある
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

県内、近県
も有

◎研修1週間程度有

042-744-4001アソーニチエイ㈱
■運送業

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。

下記参照　社員・アルバイト

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！

042-700-2083㈱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
交通誘導・イベント等

入社祝
金

万円支給
!!

～

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

～

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

［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

■第2レーザー
オペレーター
042-764-3408

ベンダー工
半自動溶接・
 Tig溶接工

冷暖房完備
快適です!

髙森製作所

なので

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。3/22（火）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

｢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」

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

矢部　CM

042-754-8929相模原市中央区矢部3-21-15

㈲ラポート企画 http://www.rapportplan.co.jp/総合広告代理店

HP作成
HP移転

名入れタオル作成

チラシ作成

チラシポスティング

チラシ折込

カレンダー作成

プリントTシャツ作成

看板作成

ステッカーシール作成

封筒・ハガキ印刷

のぼり・提灯作成

時給／1,100円
勤務／週2回程度、午前中の3h（曜日・時間は応相談）

㈱クオリティー
[応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参下さい。平日10：00～15：00の間で受付。

090-7219-9924

戸建てのお宅のお洗濯・お掃除など
（お仕事場所は緑区根小屋のお宅です）

（担当／海﨑）

◎車通勤可◎近隣の方歓迎

※詳細はお問合せ下さい。

相模原市緑区根小屋2505

根小屋　パート

急募
お掃除好きな
明るい方!



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

相模原市中央区水郷田名2-22-21

林塗装店
090-2453-3049

ム !!
塗 装 工

求
未経験
OK

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!●●●

直行直帰
OK

週1日～
OK

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!!

男女交通誘導員さん

田名　アルバイト

●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

［応募］電話連絡の上、履歴書持参でご来社下さい。

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

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 

※委細面談

042-776-7223相模原市中央区千代田2-3-10

旬菜割烹

千代田　パート・アルバイト

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来店下さい。

時給／1,050円
時間／午前中2時間半
勤務／火・木・土
待遇／昇給有

umenoka-1990.com

店舗内清掃  募集
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

042-786-1410デイサービス わだつみ （担当／採用係）

通所介護事業所

共和　パート

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)

http://www.regiol.co.jp/

［応募］お気軽にTELまたはwebより
　　　ご応募下さい。

デイサービススタッフ募集

応募前「施設見学」などもOK!

待遇／交通費規定支給、制服貸与、社保完、車・バイク通勤可、有給休暇、試用期間2ヶ月

時給／1,040円
※要普免／AT限定可

●送迎ドライバー
パート

週2日～
OK!時給／1,150円～

★別途介護福祉士資格手当有
資格／初任者研修修了者以上
時間／8：00～18：00の間で3h以上

時給／1,600円
資格／正看護師
　　　（准看護師も可）
時間／9：00～13：00

●看護師●介護スタッフ パート パート

週2日～
OK! 週2日～

OK!

決算

特別価格

厚木市山際　CM

お米農家直営レストラン＆ローズガーデン 046-289-2969厚木市山際554-1
【営業時間】11：00～20：00

※時間短縮営業中

13,440円

（税込11,612円）

30kg

4,380円

10kg袋

（税込3,784円）

12,480円

30kg袋

（税込10,782円）

白　米 玄　米

10,752円

4,480円

（税込3,870円）

10kg

3,584円 3,504円 9,984円

特Aの県内産米「はるみ」
店頭にて全て20％引き

生産者直売
だから安心・安全
「米の食味ランキング」で最高ランクの特Aを得た人気の品種「はるみ」。中津川の清流で美味しく実り、
もちもち食感と甘み、コシヒカリに負けないツヤが特徴。殺虫剤を使用していないので甘み・安全性が
違います。厚木の食のブランドに認定されているお米を是非お召し上がりください。

特

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
P50台
山際本店

相模川

R16

橋本五差路

山際

R129

パート・
アルバイト

正社員 給与／18.5万円～30万円
時間／10：00～、11：00～、12：00～ ※シフト制(実働8h)
休日／週休2日
待遇／昇給・賞与有、社保完、食事付、交通費支給、車通勤可

新卒・未経験OK!!

時給／1,050円～
時間／10：00～21：00の間で3h～8h（応相談）

お子様の都合に
合わせて働けます

●平日のみ、土日のみOK ●高校生・大学生も歓迎 ●食事付

ランチ・ディナーのキッチン・ホール係

046-289-2969

バラに囲まれたお店で働きませんか？

週1日～OK

●入社日応相談

レストランスタッフ募集!!

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

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。

軽貨物
ドライバー
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

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

相模原市中央区矢部3-21-15 042-754-8929有限会社ラポート企画 http://www.rapportplan.co.jp

矢部　パート

総合広告代理店

パート
〈営業さん〉
パート
〈営業さん〉

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

●求人事業部〈パート〉

●Web事業部〈パート〉

●印刷事業部〈パート〉

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!!

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）

選択制｝

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

◎試用期間有

営業の経費は会社負担!! 未経験でも大丈夫!!


