
派正福島市、伊達郡、伊達市、二本松市、本宮市、いわき市、会津若松市、宮城県角田市、伊具郡丸森町

https://suppe.jp

充実の来場者サービス＆プレゼント♪

web来場予約
でプレゼント

求人サイトへ登録すると
抽選でペア映画
鑑賞券プレゼント

スタンプラリー
4社以上訪問で

QUOカードプレゼント

予約
不要

服装
自由

履歴書
不要

入退場
自由検 索suppe 天職 1ペア

掲載しきれないお仕事が載ってる
求人サイト!こちらもチェック!!

0120-71-6030

0120-477-461

福島営業所(株) AT アクト株式会社　
福島支店

0120-030-715

☆交通費別途支給☆各種保険加入有☆週払制度有☆すべて未経験者歓迎☆「入社特典｣祝金3万円支給(規定有)

☎024-533-9030
エアコレクト株式

会社

0120-28-9771

0120-974-724 0120-463-700
日本マニュファクチャリングサービス（株）

http://jobcollect.jp/
検索お仕事合同説明会　福島

10月19日（水）
13：30〜16：30

コラッセふくしま研修室

医療・
福祉

の派遣会社
も緊急参戦!!
の派遣会社
も緊急参戦!!

労務費の調査、
データ入力

▶福島県内各地
★約1ヶ月の短期です
　(研修期間含む)
時間／9：00～17：00
休日／土日祝

時給1,000円
(研修900円)

アミューズメント
部品の組立

▶二本松市
★未経験者大歓迎、
　約2ヶ月のお仕事です
時間／8：30～17：15
休日／土日祝(会社カレンダー)

時給850円

果物の加工
▶福島市北部
★11月初旬からのお仕事
時間／8：00～17：00
休日／土日祝
　　　(会社カレンダー)

時給920円

配送助手
▶福島市
★新着
★長期のお仕事です
時間／8：30～17：00
休日／日祝

時給1,000円

バーコード
読み取り作業

▶福島市
★カンタン携帯端末を
　使用するお仕事です♪
★20～50代男女活躍中♪
時間／8：00～17：00
休日／週休2日(シフト制)希望休可

時給850円

半導体製造機の
マシンオペレーター
▶本宮市
★即勤務可能!
★男女活躍中!
時間／①8：15～18：15、
         ②20：15～6：15　
　　　※①②の交替制勤務
休日／シフト制

時給1,000円

糸の製造・加工スタッフ
▶福島市内 勤務地選べます!
★ご自宅の近くで楽ちん通勤可能です。
★生活備品つきワンルーム寮も入居可
時間／①6：00〜13：45、13：45〜22：00、
            22：00〜翌6：00(3交替)
　　　②8：20〜16：45(日勤)
　　　③6：00〜14：00、
            13：45〜22：00(2交替)他
休日／①6勤2休、②③土日休み
         ※会社カレンダー

時給1,000円〜1,250円

製品の見た目チェックスタッフ

時給1,100円

電子部品の
組立・検査・加工
▶いわき市
★高時給! ★寮費無料
★送迎有!
時間／①8：20～17：25、
         ②20：20～5：30　
         ※①②の交替制勤務
休日／シフト制

時給1,350円

梱包資材の
カット作業

▶福島市西部
★人気の日勤!
★男女活躍中!
時間／8：30～17：30
休日／土日祝

時給900円

プラスチック成形機の
マシンオペレーターまたは
プラ製品の組立・検査

▶本宮市
★即勤務可能! ★未経験者歓迎!
時間／①8：10～17：00、
　　　②16：35～1：00　
　　　※①固定または
            ①と②の交替制
休日／土日祝

時給900円〜1,000円

一般事務
▶福島市
★データ入力・ファイリング等
　の一般事務のお仕事です!
★キレイなオフィスでの
　人気のデスクワークです♪
時間／9：00〜18：00
休日／土・日・祝

時給1,000円

ピッキングや部材供給
▶福島市
★水すましのお仕事です♪
   未経験者も大歓迎です!
★土日休みの5勤2休か
   4勤2休で選べます!
時間／①8：30〜17：15、
         ②18：30〜3：15
         (夜勤開始時間の変動有り)
休日／シフト制(土日休みも可能)

時給950円

自動車整備士補助
▶伊達市
★資格があれば実務経験が
　無くても可能♪
★補助作業から徐々に慣れて
　いただければ大丈夫です!
時間／9：00〜18：00
休日／毎週火曜、隔週水曜

時給1,050円

基盤の組立や
簡単な検査業務

▶福島市
★未経験者も大歓迎!20名大募集!
★日勤・夜勤・2交替から選べます♪
★組立か検査のどちらかだけでもOK
時間／①8：30〜17：15、
　　　②18：30〜3：15
     　 (夜勤開始時間の変動有り)
休日／土日祝

時給950円

電子機器関連の
製造業務【正】

▶福島市南
時間／8：30〜17：15
　　　(残業有)
休日／土日祝(会社暦)

月20万円以上可

アルミフレームの
かんたんな加工
【無期派遣】

▶伊達市保原町
時間／8：30〜17：15
休日／土日祝(会社暦)

月17万円以上可

医療用器具の製造・
検査業務【無期派遣】
▶福島市西
時間／5：45〜14：00、
　　　13：45〜22：00
　　　(2交替)
休日／土日(会社暦)

月17万円以上可

電子部材の製造
関連業務【無期派遣】
▶会津若松市 ★寮費無料
時間／9：10〜21：10、
         21：10〜9：10(2交替)
休日／2勤2休、3勤2休、
         2勤3休
         (月の半分がお休み)

月27.5万円以上可

▶宮城県角田市
★検査用機械に基板を
　セットするお仕事です♪
★20～50代男女活躍中♪
★1K寮対応可♪
時間／①7：00～15：40、
　　　②15：10～23：50、
　　　③23：10～7：30　
　　　※2交替または3交替
休日／土日ほか(会社カレンダー)

時給1,500円 入社特典有り 時給1,500円 入社特典有り

コスメ店での接客
▶福島市
★駅近なので通勤や買い物も便利♪
★人と話すことが好きな方歓迎♪
★20～40代女性活躍中♪
時間／①9：30～18：30、
　　　②10：30～19：30、
　　　③11：30～20：30
休日／週休2日(シフト制)希望休可

▶伊具郡丸森町
★機械で自動加工します♪
★20～50代男性活躍中♪
★福島市北部より通勤者多数♪
時間／①6：45～15：20、
         ②15：10～23：50、
         ③22：35～6：55 
        ※2交替または3交替
休日／土日ほか(会社カレンダー)

時給1,000円〜

【Check】
印刷物検査業務

▶福島市内
★キレイな職場!!
★就業環境快適!
時間／日勤
　　　(繁忙期により交替勤務)
休日／土日(会社カレンダー)

時給950円

【Home helper】
ヘルパーさん

▶福島市内
★明るく楽しい仲間と
　一緒にがんばりませんか!
時間／7：00～21：00
　　　(内、8h勤務)時間帯要相談
休日／シフト制

時給1,000円〜1,400円

資格取得による

【Service】
GSクルー

▶福島市内
★勤務開始時間が
   自由に選択できるメリット!!
時間／所定8時間
         (勤務時間要相談)
休日／シフト制

【Stylish Office】
一般事務

▶福島市内
★キレイな職場!!
★女性活躍中
時間／9：00～18：00
休日／土日
　　　(会社カレンダー)

時給1,000円

時給1,100円

☆業界トップクラス

小型軽量部品の加工

▶伊達郡桑折町
★製造未経験者はもちろん、
　女性の方でも活躍可能な
　軽作業です♪
　いわゆる3Kではありません。
★希望の方には生活備品つき
　ワンルーム寮も入居相談可能です♪
時間／8：00～16：50、
　　　20：00～翌4：50(2交替)
休日／土日休み ※会社カレンダー

タマゴの加工スタッフ

時給950円

▶伊達市保原町
★簡単作業で日勤なのに高時給♪
★残業も適度にあり収入重視の
  方の期待にも充分答えれる
  案件です!
★長期勤務希望者大歓迎♪
時間／8：30～17：00(日勤)
休日／日曜＋平日休み
         ※会社カレンダー

機械への部品
セットアップ

時給920円

▶伊達郡川俣町近郊
★更に増産により増員決定!
　未経験者多数活躍しています♪
★退職するスタッフもなく
　アットホームでじっくり仕事
　できる環境です。おススメです♪
時間／8：00〜17：05(日勤)
休日／土日※会社カレンダー

WEB
お申込み
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MAX
福島店

三河台小

コラッセふくしま

基板セット作業

▶福島市
★急性期から在宅まで保健・医療・
   福祉を切れ目なく一貫した
   診療提供を行う病院です。
時間／8：30～17：30、
        17：00～9：00、他勤務有
休日／シフト制(月9日の公休)

月233,880円〜(他各種手当有)

例えばこんなお仕事です

看護師


