
下記参照　社員

資格／65才迄（定年が65才迄の為）、マニュアル普通免許取得優遇、見習いOK
時間／8：00～17：00（休憩60分）
休日／土・日、年末年始、GW、夏季
待遇／昇給・賞与有、他諸手当有、社会保険完備、交通費支給、時間外手当支給、
　　　資格試験費全額補助、専門学校受講費全額補助、定期健康診断、
　　　慶弔見舞金、結婚・出産祝金有（※当社規定有）、退職金制度（※当社規定有）、
　　　ベネフィットワン会員（アミューズメント施設等の割引制度）

〈未経験者〉日給：11,000円～17,000円給与

給与
〈 経 験 者〉日給：13,000円～23,000円

25万円～35万円
30万円～50万円

応募：お気軽にお電話下さい。※詳細は面談の上

相模原市中央区上溝2265-16（JR相模原線「番田駅」徒歩5分）
㈲和田建設

最終就職をしませんか？当社は安定しています!!

ダンプトラック運転手（正社員）

（個人事業運転手もお気軽にご相談下さい）

※日払い・週払い
　要相談可

※諸手当含む
月給:

月給:

※諸手当含む

就業場所

主に
相模原市内取引先は相模原市及び大手企業も多く、業績は安定しております。

60才以上の方も数多く活躍しております。

◎女性ドライバーもOK（経験有る方）

042-762-2149

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／10,000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・パート・アルバイト

●学生アルバイトさんも働けます!!

技術を身に

つけたい方

待ってます!!

下記参照　社員・パート・アルバイト

時間／9：00～17：00
休日／週休2日制
　 （ローテーションに依る）
待遇／昇給有、車通勤可

時間／9：00～17：00

休日／週休2日制
待遇／社保完、昇給有、車通勤可

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

相模原市南区相模台1-13-2

本社

相模原市南区双葉1-14-2

三和石材㈱ 042-744-1904

…時給／1,100円～

給与／23万円～

…時給／1,100円～
勤務地

※残業ほとんどなし

男女霊園スタッフ及び営業正社員募集 !!

〈正社員〉 営 業

霊園内案内係

送迎運転手

お仕事内容は難しくありません!当社で長く働いてくれる方、待ってます

…時給／1,150円～環境整備係

西善寺墓苑
厚木市上古沢1152
厚木霊園御案内センター

横浜市緑区長津田4375-1
横浜メモリアル・ガーデン

相模原市南区磯部2633-2
日本庭園陵墓  紅葉亭

〈パート・アルバイト〉

下記参照　社員・アルバイト

時間／6：00～19：00のうち6H～8H程度
　　　80km～120km程度走行

日給／8,000円～12,000円

相模原市麻溝台8-18-58 （ニチ物内）

㈱アキワーキングサービス麻溝台(営)
［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

2t（中型）運転手募集
優良企業の納品代行

（経験者） ★65才定年雇用
　延長相談

042-748-7537

月間
15～20日
勤務

土、日、祝
休み

通勤費
規定支給
通勤費
規定支給 社員

同時募集
社員

同時募集

相模原市中央区淵野辺2-18-19
（JR横浜線「淵野辺駅」徒歩13分）

■住宅型有料老人ホーム（入居者11名）

（採用係）陽だまりの家 渕野辺 042-707-1761

淵野辺　パート

無資格・未経験でも活躍できます。
資格取得支援等、就業後も
しっかりサポートします!

日勤介護●職員募集!!
週2日～4日、土・日出来る方、優遇

夜勤同時募集●
日給／17,500円～

時給／1,040円～+手当有
時間／①9：00～12：00
　　　②14：00～18：00

有資格者、土・日勤務
別途手当支給

Wワーク・
扶養内
OK ●経験、能力により優遇します

週1日～、土日祝
どれかだけでもOK♪

60代～
70代
活躍中

★社保完 資格／ヘルパー2級以上
待遇／交通費全額支給、車通勤可※①②のどちらも勤務出来る方歓迎!!

下記参照　パート

①6：00～9：00

④22：00～6：00

③17：00～22：00

②9：00～17：00

1,375円以上
1,040円以上
1,040円以上
1,040円以上

相模原市南区古淵4-3-9

（店長迄）

ローソン

スタッフ
募集

◆お得 !
特定施設利用などの従業員特典
◆らくらくレジ
自動釣銭機・多言語対応

◆ローソン専用コミュ二ティ
全国のクルーさんがつながるアプリ

朝・夜勤できる方大歓迎!!

相模原古淵店

［応募］お気軽に電話して下さい。　※尚、宮下本町2丁目店の面接は、古淵店にて行います。

090-4174-6766

時 間 時 給

ローソン 合同大募集 !!
★未経験OK!! ★WワークOK!!

★主婦（夫）OK!!
★高校生・大学生OK!!

（※5月リオープン!!173坪）
■宮下本町2丁目エリア

■相模原古淵店

《ローソンで働くメリット満載 !!》

042-776-2113
下記参照　パート・アルバイト

相模原市中央区すすきの町16-5㈱鈴成ビルサービス 042-759-3358（担当/鈴木）

清掃スタッフ［日常清掃］

中高年の方、大歓迎!

①

交通費
5,000円迄
支給時給／1,090円～

勤務地／南区相模大野（学習機関内）
時　間／13：00～16：00(2.5h～3h勤務)
休　日／月曜、他、年末年始

②勤務地／中央区中央（官公庁機関内）
時　間／7：30～（4h～6h勤務）シフトにより定める
休　日／土曜・日曜・祝日、年末年始

［応募］お気軽にお電話ください。

あじさい
メイツ会員

個 室 寮 完 備 ! !

日払い・週払
いOK!

急な出費にも
安心♪月収

30万円
以上可能

!!

厚木市下荻野487

［応募］履歴書不要。電話連絡の上、ご来社下さい。

掲載終了後も随時募集中です㈱林間　圏央厚木営業所 0120-10-5454

厚木市下荻野　契約社員

リンカングループ

食堂・TV・エアコン・冷暖房完備

新規作業員大募
集!!

  急募!!

運転
免許有

幅広い

年代の方が

活躍中!!

早上がり
でも

日給全額
保障!!

日給／9,500円～15,000円
　　　※別途通勤・運転・各種手当有
時間／8：00～17：00
休日／日曜、他（現場による）、GW、夏季、年末年始

フリーダイヤル

4月1日 新営業所開設
に伴い

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!!
交通誘導・イベント等

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

勤務地▶相模原市内・他

時間／20：00～翌5：00

日給／10,500円～
　 12,000円

～

～

日 勤 夜 勤

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

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

080-6757-7928HP▶https://coretech-internat ional.com/

“人として大きく成長できる”そんなお仕事です!!

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

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

A
【面接地】

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 詳細はお電話ください

【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

正社員

A B

正社員・
契約社員
パート・
アルバイト

独立開業支援制度有



相模原　CM

お問い合わせは

■社会福祉法人泰政会

相模原市中央区相模原2-4-5 M＆Mビル301

042-851-4002

のぞみケアアカデミー

のぞみケアアカデミー
受講生募集

介護の資格が無い方や親の介護をしている方、介護職に
興味の有る方、ぜひ相模原駅近くで学んでみませんか？

就労先有 就労いただいた方は
一部補助金制度有

〈受講期間〉
4月19日～6月24日

〈受講日〉
火曜・金曜の週2日
〈受講時間〉

9：00～17：50（最長）

講師陣は介護職などで
活躍中のメンバーです

ホームページはこちら→http://www.taiseikai-web.com

介護職員初任者研修の
資格が取得できます

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

塗 装 工

求 ム !!
未経験
OK

5月の
短期

●土日のみ・平日のみのランチ応相談

※年令不問

時間／1日3～5h位勤務できる方

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

R129046-289-2969

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!!

●入社日応相談
正社員

時給／1,050円～　待遇／交通費支給、車通勤可 食事付

パート・アルバイト

●平日のみ、土日のみOK
●高校生・大学生も歓迎

週1日～
OK

長期

時間／9：00～21：00の間で
　　　3h～8h（応相談）

お子様の都合に合わせて働けます

バラに囲まれたお店で働きませんか？

昨年の春バラの様子

4月下旬より
バラが

咲き出します

下記参照　社員・アルバイト

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 お気軽にお問い合わせください。

軽貨物ドライバー募集
月給／187,000円～250,000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

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。

応募前
「施設見学」
などもOK!

WワークOK!!

希望休はしっかり
取れます!

未経験や
ブランクある方
も大歓迎

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

 勤務日数・曜日応相談

パート

正社員希望の方もお問合せ下さい

未経験者歓迎!

週2日～
OK!

週1日～
OK!

パート

［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

時給／1,100円
勤務／水曜…6：30～10：00　日曜…13：00～16：30 どちらかでもOK

㈱クオリティー
相模原市緑区根小屋2505 [応募受付]毎日9：00～18：00（担当／海﨑）

090-7219-9924

根小屋　パート

大型犬の犬舎の掃除等
（お仕事場所は緑区根小屋のお宅です）

　大型犬好きで

キレイ好きな方！

※詳細はお問合せ下さい。

（弊社規定により交通費別途支給）

お掃除好きな明るい方!

くるま屋さん 相模原市中央区陽光台3-16-14

0120-596-085http://kurumaya-san.com/

●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。

高年式車・外国車・新古車も
使っていない車動かない車 車検切れの車 廃車・買取実績多数!!

陽光台　CM

高価買取中!!高価買取中!!
当社にす

べて

お任せ下
さい!!

給与・時給／当院規定に依る　勤務時間／9：00～17：00
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

相愛病院医療法人 相愛会
相模原市南区
当麻1632 042-778-2111㈹相模線「原当麻駅」下車徒歩10分

周辺／神奈中バス停=「原当麻」「原当麻駅」「原当麻駅入口」

通勤バスルート 相模原市内循環（星が丘・淵野辺・相模大野） 厚木方面（山際・金田）川尻方面（田名・大島・川尻）

当麻　職員・パート

＊無資格・未経験の方歓迎
＊有資格者も活躍中

＊17:00～19：00の2時間位（近隣の方歓迎）

＊要運転免許（マイクロバスの運転含む）
＊定年後の男性も活躍中

＊常勤職員さん
＊パートさんも活躍中

＊無資格・未経験の方歓迎
＊幅広い年令層の方々が活躍中です
＊定年後の男性も活躍中

未経験の方も
親切・丁寧に指導致します

正・准看護師さん

看護補助さん
常勤職員さん
パートさん（週3日～可）

調理員さん

運転・雑務員さん

ブランクのある方も
歓迎します

短時間パートさん（若干名）

パートさん
常勤職員さん

（ ）

見学してみませんか？ 働くお母さんの味方です。

小さなお子さんの
いらっしゃる
看護師さん、
看護補助さん
お気軽に

ご相談下さい。

｝

｝

契約はしません！

必要ない
ので

帰ってく
ださい !

悪質訪問屋根診
断にご注意!!

水郷田名・下九沢　CM

すぐやらないと雨漏りします!

無料で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

■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

そんな悪質業者が増えています!!

地元での
実績がある業者へ !!

もちろん柿澤塗装店でも承ります !

絶対に屋根に上がらせない、
「契約する気はない」と
毅然とした態度で明確に
伝えましょう

不安をあおる、無料で診断すると言う、
キャンペーン中だと言う、大幅な値引きがある…

元での元での


