
相模原市中央区淵野辺本町3-22-16
ダスキンサンライズ株式

会社 0120-150-518
042-753-0518

淵野辺本町　パート・アルバイト

PC入力、伝票処理
電話応対、他

事 務 員

商品管理

社用車で会社・病院へ
マット・モップの交換

倉庫内作業
マット・モップなどの
入出荷業務

業務配送
　スタッフ

[応募]面接ご希望の方は、電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参でご来社下さい。

休日／土曜、日曜、祝日、夏季、年末年始

ダスキン　スタッフ募集!!

時給／1,100円 ※試用期間3ヵ月1,050円
勤務／週2～4日
時間／9：00～15：00、10：00～16：00 ※交替制

時給／1,040円
勤務／週2～3日
時間／9：00～12：00

時給／1,200円 ※試用期間3ヵ月1,050円
勤務／週2日（水曜・木曜）
時間／8：30～16：00前後

幅広い
世代が
活躍中!!

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

事務未経験
の方も歓迎!!

その他勤務時間に
ついてはご相談下さい

パソコン入力・電話応対等

時間／9：00～1日4h程度
休日／土曜・日曜・祝日、
　　　他会社カレンダーによる

制服
貸与

時給／1,100円～ ※要普免

[応募]下記までお気軽に
　　　お電話下さい!

★業務内容により時給UP

まずは会社見学も
可能です!

事務員さん募集!!

当社の
ホームページも
ぜひご覧ください!!

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

アナタヲモトメテイマス!!

未経験ＯＫ 塗装工募集！！

下記参照　パート
訪問介護員・デイサービス職員募集!

週1日2h～勤務OK!

訪問介護員（要資格） デイサービス職員

時給／1,600円～2,500円(身体介護) 時給／1,040円

●交通費支給 ●福利厚生有 

パート

週2日～3日勤務
勤務地／麻溝台・光が丘 勤務地／デイサービス・ビーチ（中央区並木）

●処遇改善手当（3ヵ月毎）有※年間約5万円～10万円

スマイル光が丘スマイル麻溝台 デイサービス・ビーチ
759-7005中央区相生3-13-5-201 758-5818中央区並木4-1-13748-8933南区麻溝台6-12-12

無資格
OK!

時間／8：00～17：00、
　　　9：00～18：00

下九沢　パート

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

特定ケアハウス みたけ
http://www.mitake-h.com/

担当
松坂

［応募］電話連絡の上、履歴書持参下さい。月曜より受付。★詳細は面談にて

（　　）

ケアハウス介護職員
　　　  【パート】募集

時給／1,128円～1,185円（諸手当込、交通費別）
時間／7：00～19：00の間で実働8Ｈ・4H（週3日～5日勤務）
勤務／週3日～5日勤務

 【シフト例】7：00～16：00、10：00～19：00、
　　　　　 7：00～11：00、15：00～19：00

　

家庭的な
雰囲気！

スキルを活かした
援助を発揮！

職員配備充実で
負担軽減！

時給／1,100円
時間／7：00～11：00（1日4h）　
勤務／日・月・水の週3日
待遇／交通費規定内支給、制服貸与、車・バイク通勤可

042-711-8261相模原市中央区田名塩田1-2-5 2F〈連絡先〉

[応募]月曜より受付開始。まずはお電話下さい。受付時間／10：00～16：00
■産業廃棄物収集・運搬・処分業 http://www.dust-solution.com/

㈱ダストソリューション

パート・アルバイト募集!!
【仕事内容】 簡単な廃棄食品の仕分け、
  清掃などの作業

下記参照　パート・アルバイト

ダストソリューション

【勤 務 地】 内陸工業団地（厚木市）

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

年収/450万円～700万円

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!!

①ダンプトラック運転手（正社員）

②土木工事の施工管理〈パソコン操作／土木ソフトウエア、CAD等〉（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

（2級土木施工管理技士等）

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。

★施工管理実務経験者、
　作図業務経験者、見習い可

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

　
デイサービスセンター
（居宅支援センター） 泰政園 相模原市中央区中央5－3－18　※相模原駅バス7分 042-751-7732

中央　パート・アルバイト

まずはお気軽に
お電話ください

ここに来ると元気になる♪そんな風に言うスタッフもいるくらい…

待遇／社会保険完備、有給休暇、昇給、車・バイク通勤OK、
　　　交通費支給、無料駐車場、制服貸与

子育てや家庭と両立している方や、定年後の

お仕事、Wワークも活躍中!年令・経験不問

時間／①  8：00～10：00
　　　②14：50～17：20
　　　★①又は②どちらかのみでOK
　　　★①＋②両方出来る方も大歓迎!
資格／要普通自動車免許（AT可）

時給／1,040円以上
●週2日～

時間／8：20～16：50 ※週2日～OK!
資格／無資格・未経験OK

※資格所持者は資格手当
　50円～100円有

時給／1,150円以上
　　　

●週2日～

※期末賞与有

下記参照　パート

相模原市中央区横山3-33-9 042-755-0971 (月曜～土曜)

[応募]電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来店下さい。担当／藤林、萩野（ハギノ）待遇／社会保険完備、食事付き、昇給有

【勤務地】La・Table（相模原市中央区横山3-33-9）

時給／1,040円～ 時給／1,040円～
時間／9：00～15：00の間3～4h
★土曜日の9：00～14：00の間
　4～5h出来る方歓迎

時給／1,265円～
　　　＋他手当有
時間／2：00～6：00
勤務／週2日～OK

　給食作りのお仕事 ①調理 ②調理補助 　簡単なお弁当作り　簡単なお弁当作り・
　配達・片付け等

家庭との両立にピッタリ! 1ヶ月毎の希望シフト制!

時間／7：30～15：00の間3～5h要相談
勤務／週1日～要相談

【勤務地】相模原市中央区田名5012

勤務／週2～3日
★調理師・経験者歓迎
※調理師免許資格取得支援有

https://www.la-table-co.jp/
相模原 ラ・ターブル

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／交通費規定内支給、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／10,000円～
　 12,000円日勤

時間／20：00～翌5：00

日給／10,500円～
　 13,000円夜勤

～

～

33
入社祝金
万円
支給!!

勤務地▶相模原市内・他
交通誘導・イベント等

［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

悪
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!!

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

あなたの家が
狙われています !!

悪



下記参照

みのり葬祭
■町の小さな葬儀屋さん■町の小さな葬儀屋さん■町の小さな葬儀屋さん

本      社:相模原市中央区淵野辺本町2-28-10
川崎支社:川崎市宮前区潮見台9-2

最大￥30,000-

みのり葬祭　相模原 http://minori-sosai.com

〈24時間 365 日受付中〉〈24時間 365 日受付中〉携帯・PHS OK

町の小さな葬儀屋さん

ののお葬式お葬式

最大￥30,000-,

0120-600-709 【安置室完備】
（税込）

のお葬式（火葬プラン）¥141,900～

下記参照

町の小さな葬儀屋さん町の小さな葬儀屋さん
今は

お葬式の

準備をする

時代です

「川崎市麻生区」「町田市」
「相模原市中央区」部門に
ランキング上位にて

掲載中 !

「川崎市麻生区」「町田市」
「相模原市中央区」部門に
ランキング上位にて

掲載中 !

葬儀の口コミにて

おかげさまで

　CM

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。LINEもしくは電話連絡の上、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

もっと

稼ぎ

たい!!

学生さん、
主婦（夫）
大歓迎♪ 勤務日数、時間帯ご相談下さい

求人LINE

未経験

募集!!

社保完

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。
介護スタッフ募集!! 夜勤

同時募集

日勤 日給／17,500円～時給／1,040円～+手当有
時間／9：00～18：00 ※応相談
　　　★勤務開始日・曜日応相談
待遇／交通費全額支給

週1日～OK車通勤
可

有資格者、
土・日勤務
別途手当
支給

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 !!

デイサービス
運転職員

［応募］電話連絡の上、履歴書持参下さい。4/25（月）より受付。★詳細は面談にて

70才未満
（70才定年の為）

安心出来るチームワークが充実♪♪

楽しく働ける職場♪♪♪

時給／1,205円～
　　　（諸手当込、交通費別）
時間／7：50～9：50、
　　 16：30～18：00の3.5H、
　　　他時間応相談
待遇／マイカー通勤可能

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

デイサービスセンター みたけ
http://www.mitake-h.com/

担当
志茂

下九沢　パート

【シフト例】
週2日～OK※曜日は応相談

大型・中型限定
解除免許の方は
優遇♪

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。

相模原市緑区橋本台1-28-7

［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／採用係
■精密プレス金型・加工

042-773-2216

学校行事や家庭との両立ができる
　　　お仕事内容です!!

パートさん・
アルバイトさん

募集

HP▶http://akima-seisakujyo.com/

橋本台　パート・アルバイト

時給／1,080円～（試用期間3ヶ月1,040円）
時間／8：00～17：00※時間応相談
休日／土、日、祝、GW、夏季、年末年始
待遇／作業服・安全靴貸与

㈲秋間製作所

未経験者
OK!!

主婦（夫）
歓迎!!

扶養範囲内
考慮します

週2～5日
（1日3～4h）
勤務でも
大丈夫です

厚木市山際　CM

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 5月は10：00オープン

バラがまもなく
咲きだします

バラ150株増えて、さらに
見応えある空間が広がります！

テラステーブル42席、カウンター席22席で
バラを眺めながらお食事
が楽しめます

20mのローズテラス
カウンター完成!

ローズガーデン拡張!

昨年のバラの様子 R16

橋本五差路
11 00 21 00 は 5月は10 00オ プン

が楽しめます

仲間求ム !!

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

下記参照　社員・アルバイト

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。

｝

｝

（　　）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。

※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・パート

ケアマネージャー
介 !!集募フッタ護 ス

【正職員】

☆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!日勤のみのお仕事です♪

訪問介護ヘルパー

時給／［身体介護］1,701円～
　　　［生活援助］1,326円～
資格／ヘルパー2級
　　　（介護職員初任者研修）以上
時間／8：30～17：30の間で応相談
待遇／昇給有、交通費別途支給

【パート】

日・祝時給UP!!処遇改善手当有
（別途年2回支給）

担当
清水 （     ）042-759-7112 担当

松本

入社日
応相談

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

東淵野辺　CM

●屋根工事全般
●塗装
　（外壁、内装）
●防水・クロス

あなたのお住まいの困りごと、
ぜひご相談下さい！

神奈川県知事許可（般-30）第85281号


