
●時間／現場により異なる
●日給／0,000円～0,000円
　　　　※研修有（○日で00,000円）
●勤務／週1日～OK
●待遇／交通費全額支給、資格保持者手当有

※応募／電話連絡の上履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい

未経験大歓迎! 日払いOK!!
WワークもOKです!!

スポット警備（株）
相模原市中央区横山0-00-0

042-000-0000
■誘導・警備

情
報 横山

◎カジュアル衣料品の販売、発注、店舗内清掃等のお仕事
●時間／10:00～22:00の間で3h～OK!!
●時給／000円～
●勤務／週3日～OK
●待遇／昇給年1回、賞与年2回、交通費全額支給

※応募／電話連絡の上履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい

経験者も未経験も大歓迎!
丁寧に教えます♪

大学生活躍中!!
友達との応募もOK!!

アパレル スポット
相模原市中央区横山0-00-0

042-000-0000

★時間・曜日は気軽に相談して下さい!

■カジュアル服の販売

情
報 横山●時間／10:00～20:00の間で6～7h程度

●時給／000円～ ★能力により昇給有!!
●勤務／週3～4日程度 ★応相談
●待遇／賞与年2回、交通費全額支給、社保完備

※応募／電話連絡の上履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい

アットホームな雰囲気の美容室です♪

20代〜40代活躍中!!美容師募集

美容室 スポット
相模原市中央区横山0-00-0

042-000-0000

情
報 横山

●時間／9:00～15:00 ※多少前後する場合有  ●時給／000円～
●勤務／月曜日のみ　●待遇／昇給年1回、賞与年2回、交通費全額支給
※応募／電話連絡の上履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい

◎求人スポットを設置するお仕事!設置スタッフ募集

（株）星洋総合企画 相模原市中央区横山0-00-0

042-000-0000

情
報

ご掲載枠サイズ一覧料金表
（実寸大）

①　小  枠　（  3.0cm×  9.3cm）

② 基 小 枠  （  5.0cm×  9.3cm）

③ 基 本 枠  （  6.2cm×  9.3cm）

④ 中 小 枠  （  7.5cm×  9.3cm）

⑤　中  枠　（  9.4cm×  9.3cm）

⑥　大  枠　（12.5cm×  9.3cm）

⑦基本×2枠（  6.2cm×18.6cm）

⑧中小×2枠（  7.5cm×18.6cm）

⑨中×2枠　（  9.4cm×18.6cm）

⑩大×2枠　（12.5cm×18.6cm）

※基本枠以上からお写真がサービス
　でご掲載出来ます。

※お得な連続価格もございます。
　詳細は営業担当まで
　お問い合わせ下さい。

http://www.sy-spot.com

5点セットの
内容＋基本制作料金

※価格は税別です

① 小枠（3.0cm×9.3cm）

② 基小枠（5.0cm×9.3cm）

③ 基本枠（6.2cm×9.3cm）

④ 中小枠（7.5cm×9.3cm）

企画・制作 株式
会社

ＴＥＬ
ＦＡＸ
（042)752-0390(代)
（042)751-0271〒252-0242 相模原市中央区横山３ー31ー９



●待遇／昇給年1回、賞与年2回、交通費全額支給、社会保険完備
　　　　車通勤OK（駐車場完備）、資格取得支援制度有

※応募／電話連絡の上履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい

サポートも充実で安心!

スポットクリニック
相模原市中央区横山0-00-0

042-000-0000
■医療法人社団○○○○

◆看護師

◆調理補助

［常勤］

［パート］

［パート］

●時間／  8:30～17:00
　　　　17:00～翌7:00

●月給／000,000円～
　※夜勤4回含・一律手当含

★資格不要!経験あれば尚可♪
●時間／シフト制
　★週3～4日勤務可能な方

●時給／000円～

◆リハビリ助手［パート］
★資格不要!経験あれば尚可♪
●時間／9:00～17:00
　★週3～4日勤務可能な方

●時給／000円～

◆看護師
●時間／8:30～17:00の内3h程度
　　　　★夜勤無し!

●時給／0,000円～
　　　　※一律手当含

未経験者
もOK!!

経験者
優遇♪

情
報 横山

ドライバー
募集!!

●時間／  3:00～12:00
　　　　12:00～20:00
●月給／000,000円～
●休日／土日祝、夏季・年末年始

●時間／  3:00～12:00
　　　　12:00～20:00
●月給／000,000円～
●休日／シフト制、夏季・年末年始

※応募／電話連絡の上履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい

増車に付

スポット運送（株）
相模原市中央区横山0-00-0

042-000-0000

★時間帯色々選べます!お気軽にご相談下さい♪

■輸送・引越

◎既存のお客様へのルート配送。飲料等がメインです

●待遇／昇給年1回、賞与年2回、交通費全額支給、車通勤可（駐車場完備）

◆4t ◆大型

情
報 横山

※応募／電話連絡の上履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい

地域の方に愛されて30年! あったかい雰囲気のお店です♪

居酒屋 スポット 相模原市中央区横山0-00-0 042-000-0000
■相模原の郷土料理とお酒

未経験者歓迎!!居酒屋スタッフ募集

★週3日～OK!! ★20代～40代活躍中
●時間／10:00～22:00の間で3h～OK!!
●時給／000円～

★週4日～OK!! ★30代～40代活躍中
●時間／10:00～22:00の間で6h～OK!!
●時給／000円～

◆ホールスタッフ ◆キッチンスタッフ

●待遇／昇給年1回、賞与年2回、交通費全額支給、社員登用制度有、制服貸与、おいしいまかない有

情
報 横山

※応募／電話連絡の上履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい

アットホームな施設です♪
笑顔が素敵なアナタ!お待ちしてます!

特別養護老人ホーム スポット 相模原市中央区横山0-00-0 042-000-0000■星洋総合会

未経験者歓迎!!

経験者優遇します!!

介護スタッフ募集

●待遇／昇給年1回、賞与年2回、交通費全額支給、社員登用制度有、制服貸与、他

情
報 横山

●資格／○○○○○○○○○○○
●時間／10:00～22:00の間で5h～OK!!
●時給／000円～

●資格／未経験者歓迎!!
●時間／10:00～22:00の間で2h～OK!!
●時給／000円～

●資格／調理師免許
●時間／10:00～22:00の間で4h～OK!!
●時給／000円～

●資格／○○○○○○○○○○○
●時間／7:00～15:00
●月給／000,000円～

◆パート

◆清掃スタッフ ◆調理スタッフ

◆正職員★週3日～OK!! ★勤務日シフト制

同
時
募
集

⑤ 中枠（9.4cm×9.3cm） ⑥  大枠（12.5cm×9.3cm）

⑦基本×2枠（6.2cm×18.6cm）

⑧中小×2枠（7.5cm×18.6cm）

企画・制作 株式
会社

ＴＥＬ
ＦＡＸ
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（株）星洋総合企画

●資格／高卒以上、要普免   ●月給／000,000円～＋報奨金
●時間／9:00～18:00   ●休日／土・日・祝、夏季・年末年始、GW
●待遇／昇給年1回、賞与年2回、交通費支給、
　　　　各種手当有、女性のみ制服貸与  ※試用期間有

●資格／高卒以上、Illustratorの基本操作が出来る方

●月給／000,000円～
●時間／9:00～18:00   ●休日／土・日・祝、夏季・年末年始、GW
●待遇／昇給年1回、賞与年2回、交通費支給、各種手当有、女性のみ制服貸与  ※試用期間有

※応募／電話連絡の上履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい

まずはお気軽に
お問い合わせください♪

未経験も大歓迎! 親切・丁寧に教えます♪ 経験者ももちろん歓迎!!

◎企業様への訪問、求人の原稿作成等。

◎Illustratorで広告のレイアウト等、Photoshopが出来れば尚可

相模原市中央区横山0-00-0 042-000-0000
■広告宣伝 地域専門誌

営業正社員募集

DTPオペレータ募集

30代～40代の男女活躍中!! 

30代～50代の女性活躍中!! 

今ご覧の『求人スポット』を一緒に創りませんか？ やりがいのあるお仕事!!

●時間／9:00～18:00　●時給／000円～

詳細はお気軽にお電話にてお問い合わせください!!

●時間／9:00～18:00　●時給／000円～

◆経理スタッフ（パート）

◆校正スタッフ（パート）

同 時 募 集

☆完全週休2日制  ☆駐車場有  ☆社員旅行有!  ☆入社日応相談

情
報 横山

※応募／電話連絡の上履歴書（写真貼付）持参でご来社下さい

スポット工業（株） 相模原工場 相模原市中央区横山0-00-0 042-000-0000■機械部品の製造・加工

◎NC旋盤等の経験者優遇!!
●時間／9:00～17:00
●月給／000,000円～ ※経験・能力による

◎ノギス等の使用経験あれば尚可
●時間／9:00～17:00の間で6h～OK!!
●時給／000円～

◎バリ取り等の経験あれば尚可
●時間／9:00～17:00の間で6h～OK!!
●時給／000円～

★30代～40代活躍中です
●時間／9:00～17:00の間で6h～OK!!
●時給／000円～

◆加工スタッフ［正］ ◆検査スタッフ［パ］

◆加工補助スタッフ［パ］ ◆梱包スタッフ［パ］

●待遇／昇給年1回、賞与年2回、交通費全額支給、社員登用制度有、制服貸与、おいしいまかない有

情
報 横山

男女・年令不問!! ［正社員・パート］

製 造 ス タ ッ フ 募 集

パートは週3日～
OK

勤務日・時間応相
談♪

社員登用制度も有
!

幅広い年代の方活
躍中!

⑨中×2枠（9.4cm×18.6cm）

⑩大×2枠（12.5cm×18.6cm）

企画・制作 株式
会社
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