
派 正福島市、伊達市、伊達郡、二本松市、本宮市

充実の来場者サービス＆プレゼント♪

主催/(株)コレクトプレイス

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

駐車無料
券配布

服装
自由

履歴書
不要

入退場
自由

1ペア

http://jobcollect.jp/
検索お仕事合同説明会　福島
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小活動室1、2 WEBお申込み

11月18日（金）
 14：00〜19：00

日 

時

一般事務
▶福島市中心部
★扶養範囲内勤務OK!
★電車通勤OK!
★簡単な書類整理、PC使用します
時間／10：00～16：00
休日／土日祝

時給850円

繊維の製造・加工スタッフ
▶福島市
★お好きな時間帯を選べます。
★長期勤務OK! ★日払い・週払い制度あります♪
時間／①8：20～16：45、②6：00～13：45、
         ③13：45～22：00、④22：00～翌6：00
　　　※①の勤務、②③の2交替、
            ②③④の3交替のいずれか
休日／土日(日勤、2交替)、6勤2休(3交替)

時給1,000円〜1,050円

タマゴの加工スタッフ
▶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
　期待にも充分答えられるお仕事です!
時間／8：30～17：00(日勤)
休日／週休2日(会社カレンダー)

時給950円

アルミ部品の加工、検査スタッフ
▶伊達市保原町
★日勤、土日休みのお仕事です
★長期勤務希望の方大歓迎!
時間／8：30～17：15(日勤)
休日／土日

時給850円

カーパーツの単純な組立＆検査スタッフ
▶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。日払い・
　週払い制度あります♪
時間／8：00～16：50
　　　20：00～翌4：50(2交替)
休日／土日

時給1,100円

インスタント食品の製造
▶伊達郡
★残業無しOK 
★初心者大歓迎
☆来年3月末まで
時間／ 8：00～17：00
休日／土日祝

時給870円

スーパーの品出し
▶福島市及び近郊
★扶養範囲内勤務OK!
★1日4時間～OK
時間／1日4時間～OK。応相談
休日／シフト制

時給850円

一般事務
▶福島市
☆人気の事務職☆
★男性も大募集です!
★データ入力や受注業務などの
　お仕事!
時間／8：30～17：45
休日／日・他1日

時給900円

食品加工
▶伊達市
☆6ヶ月後に直接雇用☆
★調味料の調合作業のお仕事
★直接雇用を目指している方に
　オススメです♪
時間／6：00～15：00
休日／土日

時給1,000円

果物のカットや箱詰め作業
▶福島市
☆未経験者大歓迎☆
★12月末まで短期のお仕事!
★昼食代は弊社にて負担します♪
時間／8：00～17：00
休日／土日祝

時給900円

溶接工
▶福島市
☆経験者大歓迎☆
★高時給で土日祝休み♪
★経験を活かして長く働ける
　お仕事です!
時間／8：15～17：00
休日／土日祝

時給1,000円

電子部品組立・検査業務
▶福島市
★当社、県北案件で入社率№1♪
★人気の日勤固定です!
時間／8：30～17：15
休日／土日祝

時給1,120円

電子部品組立・検査業務
▶福島市
★がっちり高収入が魅力の職場です!
★優しい先輩が多く教育に自信の
　持てる職場です
時間／2交替制 8：30～17：15、
　　　20：00～4：45
休日／土日祝or会社カレンダー

時給1,120円

自動車部品の組立・検査
▶伊達郡
★がっちり高収入が魅力の職場です!
★格安社員食堂あります!
時間／日勤固定 8：00～16：50、
　　　2交替 8：00～16：50、
　　　         20：00～4：45
休日／土日祝

日勤固定 時給1,050円 2交替 時給1,150円

電子部品組立・検査業務
▶福島市
★当社、県北案件で入社率№1♪
★人気の夜勤固定です!
時間／20：00～4：45
休日／土日祝

時給1,120円

SDカードの製造
▶伊達郡
★マシンオペレーター
★高時給、長期
時間／8：15～18：45、
　　　20：15～6：45
休日／4勤2休

時給1,000円

通信機器の組立・検査
▶福島市南部
★ただいま大増員中!★男女活躍中
★日勤、夜勤、交替から選べます
時間／①8：30～17：15、②17：30～2：15、
         ③20：00～4：45 ※①～③交替勤務
          もしくはそれぞれの固定　
 休日／土・日・祝(日勤、夜勤固定)、
         シフト制(交替)

時給950円〜1,120円

フォークリフトでの入出庫作業
▶桑折町
★即日勤務可能! ★長期安定!
時間／①8：00～17：00、
         ②10：00～19：00　
         ※①または②の固定
休日／日、他

時給1,000円

電子製品付属品の製造【正】
▶福島市
★即勤務可能♪★未経験者歓迎
★男女活躍中! ★交通費別途支給
時間／8：30～17：15
休日／土日祝(工場暦)

時給1,100円

部材の配達業務【正】
▶福島市
★即勤務可能♪ ★未経験者歓迎
★男女活躍中 ★交通費別途支給
時間／8：30～17：15、
         20：00～4：45(2交替)
休日／土日祝(工場暦)

時給1,200円

アルミフレーム加工【無期】
▶伊達市
★未経験者歓迎 ★男女活躍中!
★交通費別途支給
☆無期雇用派遣☆
時間／8：30～17：15
休日／土日祝(工場暦)

時給850円

医療用器具の製造【無期】
▶福島市
★未経験者歓迎 ★女性活躍中!
★交通費別途支給
☆無期雇用派遣☆
◎別業務で英語堪能な方も募集中
時間／5：45～14：00、10：30～18：45(2交替)
休日／土日祝(工場暦)

時給1,000円 ※別業務では給与応相談

梱包資材のカット作業
▶福島市西部
★即日勤務可能! ★男女活躍中!
★人気の日勤
時間／8：30～17：30
休日／土・日・祝

時給900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

【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

【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

時給1,100円 ☆業界トップクラス

基盤の組立検査(長期)
▶福島市南部
★20～40代男女活躍中
★交通費別途支給 ★職場見学可能
★初心者OK ★各種保険入社日加入
時間／8：30～17：15、18：30～3：15
　　　残業有り(月20h程度)、
         2交替または夜勤専属より選択可
休日／土日祝ほか(会社カレンダー)

時給1,000円〜

入庫材料チェック(長期)
▶福島市北部
★20～50代男性活躍中
★交通費別途支給★初心者OK
★各種保険入社日加入
★職場見学可能
時間／6：00～15：00　残業ほぼ無し
休日／シフト制(希望休申請有)

時給850円

軽量部品の加工検査(長期)
▶丸森町　梁川役場より車で30分
★20～50代男女活躍中
★交通費別途支給  ★職場見学可能
★各種保険入社日加入 ★初心者OK
時間／6：45～15：20、15：10～23：50、
         22：35～6：55(2交替または3交替)
       　残業ほぼ無し
休日／土日他(会社カレンダー)

時給1,500円

店舗内販売デモ(長期)
▶福島駅近
★20～40代女性活躍中
★交通費別途支給 ★職場見学可能
★各種保険入社日加入 ★初心者OK
時間／9：30～20：30の間で8時間　
         残業無し
休日／シフト制(希望休申請有)

時給1,000円〜

プラスチック製品製造・検査
▶本宮市
★即日勤務可能! ★男性活躍中!
★長期安定!
時間／①8：10～17：00、②16：35～1：00
      　※①の固定もしくは①と②の
            交替勤務
休日／土・日

時給900円〜1,000円

0120-974-724
0120-477-461 0120-463-700

日本マニュファクチャリングサービス（株）
0120-71-6030福島営業所(株)

AT アクト株式会社　福島支店

0120-030-715 0120-28-9771 ☎024-533-9030エアコレクト株式
会社

時給1,000円〜1,400円資格取得による

0120-624-002

地元
密着
地元
密着 合同お仕事説明会


