
下記参照　社員・アルバイト

休日／日曜、祝日、夏季、年末年始、
　　　GW、他当社カレンダーによる

経験者アルバイト
同時募集

給与／210,000円～

日給／12,000円～
未経験者日給／10,000円～

500,000円
※経験・能力による、見習い期間3ヶ月有

［応募］電話連絡の上、履歴書
　　　（写真貼付）持参下さい。

当社の
ホームページも
ぜひご覧ください!!

相模原市緑区二本松2-33-20
shibataBill203

㈱コンプリート
042-775-5591 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!!

■広告代理業 日本ポスティング協同組合加盟　相模原商工会議所会員
〈本社〉〒252-0137
　　　相模原市緑区二本松1-37-13有限会社らいふ 042-760-9383㈹

[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／月曜～金曜 9：00～18:00〉

下記参照　パート

業務内容：ポスティング用のチラシを
エリア別、スタッフ別に仕分ける作業
作業内容は簡単です！

時給／1,040円
時間／月・火・金…9：00～18：00
　　　木…………9：00～12：00
勤務／月・火・木・金※曜日固定
待遇／交通費規定内支給、自転車・バイク通勤OK
※多少残業有 ※仕事量により定時前終了も有 ※祝日も曜日固定で業務有

042-761-6494相模原市緑区大島1744ー6■一般建築塗装・機械塗装・防水工事

https://ichimura-tosou.com

㈲市村塗装

大島　社員・アルバイト

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）
　　　持参でご来社下さい。

入社日応相談

時間／8：00～17：00※現場により多少移動有
休日／日曜、祝日、夏季、年末年始、GW、
　　　他当社カレンダーに依る
待遇／昇給有、各種保険有、車通勤可

塗装職人・見習い
給与／225,000円～450,000円
　　　※経験・能力を考慮の上、決定
年令／18才～(要普免) ※省令3号のイ適用

日給／10,000円～

私たちの仕事は“夢”がある仕事です

あなたの未来のために…

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!!

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

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

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！

相模原市中央区相模原1-3-8岩本ビル4A

訪問介護サービス「夢(ドリーム)」

[応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参でご来社下さい。
　　　介福登録証・ヘルパー修了証(2級以上)・印鑑を必ず持参下さい。

042-730-5720

　パート 相模原

時給／ 1,500円～1,900円（処遇改善手当含む）
資格／介護職員初任者研修（ヘルパー2級以上）、要普免

※一部規定有

介護福祉士
資格所持者優遇

資格のない方も
資格取得7割助成

土日及び夕方以降
出来る方優遇

●交通費全額支給!!●勤務開始日応相談!!●給与支払日・末〆翌10日

給与／当社規定による
※詳細は面談にて

居心地の良い当社で一緒に働きませんか？
長く働いているヘルパ―さん多数!!

定年ナシ!!
年令不問

1日1h～OK!!

週1日～OK!

愛川町・

相模原市の方

大歓迎!!

直行直帰OK!!

有給休暇アリ!!

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

10代～20代の方でも

しっかりサポート

社長は常に

相談できる人

技術が身につく仕事

未経験から

スタートした人ばかり

独立も夢じゃない

1

4

5

2

3

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

夜勤同時募集

日　勤

日給／17,500円～★週1日～OK

時給／1,040円～+手当有
時間／9：00～18：00 ※応相談
待遇／交通費全額支給、車通勤可

★社保完 ★勤務開始日・曜日応相談

無資格・未経験
でも活躍できます

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!●●●

二種免許

お持ちの方!! 

即戦力求ム!!

ホームページ制作

選べる

デザイン

900種類

以上！

リニューアル作成をする

お客様が増えています!!

動画作成＆編集も

取り扱っております!!

お気軽にご相談下さい

相模原市中央区矢部3-21-15
㈲ラポート企画 042-754-8929

矢部　CM



（　　）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【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

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　パート・内職

㈱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

※車で引取・納品出来る方

紙製品の簡単な組立・テープ
貼り・封入・検品等、各種有

倉庫内仕分け・検品作業等

時給／1,050円～
時間／9：00～17：00※時間応相談
★社員登用機会有 ★車通勤応相談

★自転車・バイク通勤可

（扶養範囲内考慮）

報酬／完全出来高制報酬／完全出来高制

内 職 パート

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！

現在17才!!
日々修行中です!!

つぶぞろ
い！

［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

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。5/9（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♪

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
　　見頃です

バラ150株が増えて、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0 5月は10 00オ プン

が楽しめます

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

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　CM

お気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問い合わせください。

地震対策に

家具の移動を

しておき

ませんか？

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

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

軽 ト ラ で の 引 越 し 専 門
マンション・アパート・団地にお住まいの方々に、とっても便利です!!

キャンペーン
継続決定!!

好評につき!

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

55年
総業

相模原 愛川町
信頼度 No.1

ｰKakizawa SNSｰ
施工風景や様々な
情報を更新中！ @kakizawatosouten

（詳細はwebをご覧ください）

柿澤塗装店

防水は

おまかせ

あ～れっ
!!

カキザワ
に

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

高価買取中!!

車検切れの車 使っていない車動かない車

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 廃車・買取り実績多数!!

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

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


