
［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。（担当／千葉）

下記参照　社員

相模原市中央区矢部1-11-18

042-752-1821

給与／22万円～36万円
年令／35才未満（省令3号のイ）

給与／24万円～38万円

有限会社高梨商店

正社員募集 ■住宅建材の配送

■ルート営業

※試用期間3ヵ月有

時間／8：00～17：00
休日／土曜、日曜、祝日、夏季、年末年始、GW
待遇／昇給・賞与有、社保完、交通費支給（上限1万円）、
　　　残業代支給、マイカー通勤可

2t車での2人1組の配送です

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!!

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

交通誘導・イベント等

～

月給／28万円～38万円以上  ★歩合給有
資格／要中型免許（旧普免でもOK）★フォーク免許あれば尚可
時間／5：00～※変動有 
休日／日曜、他当社カレンダーによる
待遇／昇給有、保険各種有、制服貸与、車・バイク通勤可、携帯補助
[応募]電話連絡の上、履歴書(写貼)持参下さい。4/11(月)より受付。

※試用期間有

一般貨物運送業
相模原市緑区大島11-20(上九沢団地北側信号近く)

（採用担当）㈲加藤総業 042-810-9521

大島　社員

【セミフリー便】

ド ラ イ バ ー
募 集

2t・4t・5t・7t

［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

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!!

●場内内職 ●内職

●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

下記参照

046-284-5535
エスケイユニオン㈱ 厚木配車センター

採用
担当

応募専用
ダイヤル

■運送業

　パート

愛甲郡愛川町角田1250-1

事務員さん募集!!
パソコン入力・電話応対等

時給／1,100円～

時間／①9：00～1日4h程度
　　　②6：00～21：00の間で4h程度
休日／土曜・日曜・祝日、他会社カレンダーによる

※要普免

[応募]下記までお気軽にお電話下さい!

★土・日・祝出勤の場合は時給UP

★業務内容により時給UP

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

下記参照　社員・アルバイト

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

下記参照　パート

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

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/ ※要普免／AT限定可

～
未経験者歓迎!

★WワークOK!時給／1,040円
時間／8：00～9：30、16：20～17：50
　　　※交通状況により終了時間変動有
待遇／交通費支給、車・バイク・自転車通勤可

東淵野辺　CM

●屋根工事全般 ●塗装（外壁、内装）●防水・クロス

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

あなたのお住まいの困りごと、
ぜひご相談下さい！

下記参照　社員

相模原市南区大野台3-20-19
永山運送
▼会社案内

042-707-1396神奈川営業所

月給／280,000円～320,000円
時間／〈例〉9：00～18：00、6：00～15：00、12：00～21：00等
休日／週休2日、月7日～8日
待遇／賞与年2回（昨年実績＝3回〈決算含〉）、社保完、
　　　提携保養所、退職金制度、交通費支給（当社規定有）、
　　　有給休暇・育児休暇

[応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参下さい。

面接前に…会社説明だけを希望の方、
お気軽にお問い合わせ下さい!!

運行管理全般
（配車・点呼・動態管理・労務管理・顧客折衝等）

管理業務全般（車両・労務・収支管理等）

内勤スタッフ

※下記経験等を考慮し、それ以外の方もご相談させていただきます
　運行管理経験者、管理業務経験者、マネジメント経験者、
　人材教育スキルや求人・企画営業スキル有る方等

運行管理スタッフ

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

あなたの家が狙われています
悪質

訪問屋根診断にご注意!!
市内で悪質な訪問屋根診断が増えています



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　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

フジトランスポート㈱
[応募]面接等詳細は、お気軽にお電話ください。

相模原市緑区大島999-1 042-785-2631
フジ技研㈱グループ

〈勤務地〉相模原市緑区大島物流センター（関東近郊に配送）

2t・3t【正社員】

月収／270,000円～300,000円
　　　※残業手当等含む
時間／3：30～13：30 
　　　4：00～14：00 　※約1h～3.5h残業有
　　　4：30～14：30 
休日／土曜、日曜、祝日、GW、夏季、年末年始
　　　※2ヵ月に1回土曜出勤有

｝

★残業時間・深夜時間は明朗計算25％割増支給
　  ★3年以上勤務で勤続年数手当支給
　　  ★昇給年1回、賞与年2回
　　　★交通費支給（会社規定による）
　　　★準中型手当・通信手当（携帯料金一部負担）有
　　  ★社会保険完備、制服貸与、有給休暇、車通勤可
　  ★GW・夏季・年末年始の大型連休有
★ドライバー養成教育有

20代～30代の

男性活躍中!

魅力の
厚待遇

ドライバー募集

大島　社員

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

相模原エリア・町田エリア・八王子エリア・厚木エリアなど

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

当社にご相談
下さい!!

廃車・買取の事
なら

高価買取中!!
廃車・買取り実績多数!!

高年式車・外国車・新古車も

車検切れの車 使っていない車動かない車

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）

ご相談無料!!
お気軽に
TEL下さい!

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。

〈試用期間例〉

1,500円×8h

×20日=

24万円

町田市中町　パート・アルバイト

1,500円
　　　　　　 ～1,800円

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］日曜より受付。電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

042-851-7657

■軽作業
【時給】

（試用期間3ヶ月は1,500円
その後時給UP）

時間／9：00～17：00
待遇／昇給有、社保完(規定有)、
　　　交通費全額支給、制服貸与、
　　　資格手当有

未経験

募集!!

もっと

稼ぎ

たい!!

学生さん、
主婦（夫）
大歓迎♪

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

現在17才 !!
日々修行中です !!

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。

｝

｝

厚木市山際　CM

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

R129

11：00～21：00【営業時間】ローズガーデン ※L.Oは20：15

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

チューリップ
が咲き出し
ました

矢部　CM

042-754-8929相模原市中央区矢部3-21-15

有限会社 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

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

ashi@fp-mrtk.com

2254-2195

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!

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

～

下記参照　パート

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

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!

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

●看護師

 ※勤務日数・曜日応相談

Wワーク
OK!!

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
休日／土曜、日曜、祝日

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。

（経験者）

　65才定年
雇用

延長相談

　通勤費
規定支給

042-748-7537

(月間15～20日勤務)

社員同時募集社員同時募集


