
下記参照　社員・パート・アルバイト

日給／9,000円～12,000円（経験等考慮の上決定）
時間／9：00～17：00※現場により変動あります
資格／18才以上※要普免
休日／隔週休2日制、日曜、GW、夏季、年末年始
待遇／社保完、昇給・賞与有、交通費支給

相模原市中央区相生4-16-28

（採用係）

■建設業許可（般-27）第81190号

㈲ハウスキーパー オズ

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

090-3427-7130

住宅機器の
取り付け作業

働くあなたをしっかりとサポートする会社です
資格も取れて

将来に向けて

損はない

お仕事です!!

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【デイサービス】
　 看護師

月給／200,000円～255,000円
時間／8：30～17：30　休日／日曜他
資格／ヘルパー（2級以上）
　　　★処遇・特定処遇改善手当別途支給

時給／1,200円～1,390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／1,800円～1,920円
時間／9：00～16：30
　　　※週2日～5日勤務、日曜他休み
資格／正看護師または準看護師免許

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

042-700-2825

相模原市中央区南橋本4-2-17
（JR相模線南橋本駅より徒歩7分）

■スパイラル・消音・チャンバーの製作販売

㈱カワイ
橋本駅

旭中入口

至新宿
至横浜至八王子 京王線横浜線

相模線

NEC

東プレ

橋本駅
南入口

橋本五差路

南橋本3

南橋本駅

当社

時給／1,200円
時間／9:00～15:00（1日5h）
休日／日曜、祝日、土曜
待遇／社保完、労災、
　　　雇用保険有、
　　　交通費別途支給
　　　（最高10,000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。（担当／河井）

工場内
軽作業

★30代～50代
　活躍中!!

■空調部品等組立（シャッターカラー等）

南橋本　パート

厚木市山際　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

お気軽にお電話下さい!!

046-289-2969

●時給／1,050円～　●時間／1日3h位勤務できる方
●待遇／交通費支給、車通勤可

年令不問 食事付〈パート・アルバイト〉

お店で働きませんか？
バラに囲まれた

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

[応募]電話連絡の上、簡単な履歴書(写真貼付)・免許証のコピーを持参下さい。（返却は致しません）
■配送業

相模原市中央区相生3-8-3 恵陽ビル1F（本社）

（担当／小林）㈱チーム・コバヤシ 090-7408-1256

1個あたり［車持込の方］140円
 ［社　有　車］110円

下記参照　委託

郵便小包の
配達スタッフ

時間／7：00～21：00の間（実働8h）
休日／週休制（希望相談出来ます） 
待遇／ユニフォーム貸与
　　　※詳細はお問合せ下さい

（当社規定に依る）

※要普免

①座間郵便局内（相模原市南区）
②相模原郵便局内（相模原市中央区）

給与／完全歩合制

［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

髙森製作所

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

■第3工場 042-711-9412

※試用期間有
※年令・経験考慮します

■第2工場 042-764-3408

[応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参でご来社下さい。月曜より受付。 
　　　※随時受付しております。 お気軽にお電話下さい。

東淵野辺　見習い・社員

090-4915-8039（直通）
営業電話はお断りします有限会社 小峯建興

相模 型枠 相模原市中央区東淵野辺4-14-26
■神奈川県知事許可（般-27）第81248号

日給／10,000円～ 
　　　※年令・経験等考慮の上、
　　　　面談にて決定
時間／8：00～18：00
休日／日曜、夏季、年末年始、GW
待遇／社保・雇用・労災保険完備

型枠大工職人

型枠大工職人

見習い募集

※詳細は面談の上

今こそあなたの”力”で将来を変えてみませんか？

現場
多数有!!

仕事ができる人はカッコいい

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
年令／40才迄（省令3号のイ適用）
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

時間／8：30～17：25　資格／要普免
休日／土曜（第3土曜日のみ出勤）、日曜、祝日、夏季、
　　　年末年始、GW、他当社カレンダーに依る
待遇／社会保険完備、マイカー通勤可（駐車場は自己手配になります）、
　　　交通費全額支給(限度2万円)※当社規定による

◎購買部（契約社員）

★試用期間有

042-773-6161㈹

［応募］まずは電話連絡下さい。面接の日時をお知らせ致します。担当／総務

相模原市中央区宮下3-11-20株式
会社泰光

たい　　  こう

日本バイリーン株式会社（1部上場）指定工場･自動車･空調等エアーフィルター製造

フィルター　泰光

宮下　契約社員

倉庫内の部材受払い業務及び業務処理、
パソコン入力による棚卸し業務・発注業務

給与／180,000円～
　　　

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

週3日から勤務OK!!学校行事にも対応します
働き方はあなた次第です

未経験でもOK
で

時給／1,100円
時間／8：30～17：30 ※週3日～OK!
　　　※時間はご都合により相談OK!
待遇／バイク通勤可、労災・雇用保険

時給／1,041円
時間／8：30～17：30、8：30～13：00、12：00～17：30
　　　※シフト制 ※週3日～OK!土日勤務できる方
待遇／社員登用有、社会保険完備(法令に則る)、車・バイク通勤OK、
　　　有給休暇

休日／火曜、他シフト制、年末年始
共通待遇／交通費規定内支給

バス停「南町谷原」徒歩1分
「すずかけ台駅」
「南町田駅」 徒歩15分

タオルのたたみスタッフ

町田市小川6-14-1

■美容室・エステサロン用の
　タオルのレンタル ㈲コア リネンサプライ

042-796-9227

［応募］電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい。

町田市小川　アルバイト・パート

男女

スタッ
フ

活躍中
!

タオルの洗濯・乾燥などの工場内作業



［応募］お気軽にお電話下さい。

　　※経験・能力による、見習い期間3ヶ月有
時間／8：00～17：00
休日／日曜、祝日、夏季、年末年始、
　　　GW、他当社カレンダーによる
待遇／昇給有、賞与年2回、社保完、
　　　交通費支給未経験者

下記参照　社員・アルバイト

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

給与／未経験者…210,000円～
　　　経験者……300,000円～

日給／12,000円～

日給／10,000円～

500,000円

経験者

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
ローズガーデン拡張! 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!

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

昨年のバラの様子

　

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1日～

時間／8：20～13：20、又は8：20～16：50
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1日～

※期末賞与有

週1日～OK

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!!

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

もうすぐ

梅雨の季節が到来です!!
屋根やベランダからの雨漏りに   
お困りではありませんか？  
塗装から屋根の葺き替え、FRP防水、
シート防水、ウレタン防水工事を
全て施工出来るのは

麻溝台　社員

【業務内容】一般貨物から精密機器

042-777-6356
相模原市南区麻溝台1104

http://abeunyu.com阿部運輸

待遇／社保完、無事故手当、皆勤手当、愛車手当、
　　　燃費手当、車通勤可

給与／ 35万円～40万円以上　時間／コースに依ります

※他、面談にて

[応募]電話連絡の上、履歴書(写真貼付)持参でご来社下さい。 ※詳細は面談にて

4t平 及び 4tユニック

最終就職にしませんか？あなたの入社待ってます

１人１人がしっかりと稼いで
皆、成長しています!! ドライバー募集

〈配送事業部〉

046-289-3553 046-289-3553

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。

下記参照　CM

〈造園事業部〉

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!!

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

キャンペーン
継続決定!!

好評につき!

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。

伐採・お掃除・
　　　寄せ植えなど

お庭のお手入れ
ご相談ください!
個人宅のお悩み
解決します!!

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!!

NEWスタッフ大募集!!

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

60代～70代活躍中!!

週3日～OK!

33万円支給!!
勤務地▶相模原市内・他 交通誘導・イベント等

 安定した警備のお仕事だから
安心して働けます!!
分かりやすい研修!!
（研修中は昼食付）早く終わっても日給保証!!

警備スタッフ募集!!
入社祝金

昇給
あります!

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


