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（最終受付16：30）      プレゼント♪スタンプ
ラリー

LINE@始めました！ ＠dtq2118t

0120-463-700

0120-28-9771 ☎0242-37-1127株式会社 ラムダ

皆勤手当有り・直接雇用制度有り！
時間／8：00～17：00
休日／土・日（会社カレンダーによる）

製造工場での事務
（グラフ作成・データ入力等）

時給900円 月収16万円以上可

【勤務地】
湯川村

☆人気の日勤もあり☆
未経験でも可！男女ともに活躍中♪
時間／8：15～17：10（日勤）
　　　17：00～1：45・1：30～10：15（交替）
休日／土・日（日勤）4勤2休（交替）
　　　（会社カレンダーによる） 時給850円

【勤務地】
会津若松市

女性活躍中の日勤勤務もあり！
直接雇用制度あり！

自動車部品の
製造加工・検査業務

【勤務地】
喜多方市

未経験でもキャリアアップ可能♪残業・休出
あり！稼ぎたい方必見！直接雇用制度有り！
時間／8：15～17：00（日勤）
6：00～14：30・14：20～22：50（2交替）
休日／土・日（会社カレンダーによる）

時間／8：00～16：45（日勤）、8：00～16：00・
　　　16：00～24：00・24：00～8：00（3交替）
休日／土・日（日勤）6勤2休（3交替）
　　　（会社カレンダーによる）

自動車部品の
製造・検査業務

【勤務地】
猪苗代町

時給1,000円 月収20万円以上可時給850円～ 月収16万円以上可

製品組立加工及び
検査業務

ご都合の良い時だけでOK♪猪苗代町・
会津美里町・南会津町などでのお仕事です！
時間／9：00～17：00

休日／土日祝

甲状腺検査の介助補助
【未経験者大歓迎】

時給1,000円

【勤務地】
会津地域全域

事務を始めたい方にも最適です！
データ入力や書類作成のお仕事♪
簡単なPC入力が出来ればOK！
時間／9：00～18：00
休日／土日祝

【勤務地】
会津若松市

パート勤務OKです！
営業さんのアシスタント業務♪
商品の準備やお客様対応など！
時間／9：00～18：00
休日／シフト制
　　　（希望休日可能）

営業サポート【勤務地】
会津若松市

☆未経験者大歓迎☆
3ヶ月後に正社員登用のお仕事♪
地域密着で社会貢献もできます！
時間／9：00～18：00
休日／シフト制
　　　（希望休日可能）

営業・接客スタッフ【勤務地】
会津若松市

一般事務

☆入社祝金10万円支給!!※規定有☆プライベート充実案件♪
☆クリーンルーム経験者優遇☆１R個室寮 寮費無料です！
☆寮～勤務地まで徒歩圏内です♪

電子部材の製造関連業務
（試験行程）【無期派遣】

時給1,200円

【勤務地】
会津若松市

時間／9:10～19:15、21:10～7:15
　　　（2交替）
休日／3勤2休、3勤1休（会社暦）

【勤務地】
会津若松市

☆１R個室寮　寮費無料
☆赴任費用全額会社負担♪
時間／7:45～16:00・15:45～0:00
　　　23:45～8:00（3交替）
休日／シフト制（会社暦）

ガラス基板の測定検査
【無期派遣】

【勤務地】
山形県米沢市

半導体製造関連業務
（製造工程）【無期派遣】

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（会社暦）
※月の半分がお休み 時給1,200円

時給1,300円

■各種社会保険完備⇨基本即日加入で、
補償内容も充実しています♪
■プライベートも充実⇨
各提携先の割引特典等が盛り沢山です♪
よく利用するあのお店のもあるかも!?♪♪
■お給料の希望日払い制度有⇨
急な出費に大活躍です♪
■交通費別途支給⇨全ての案件が対象です♪
■基本的に、全ての案件が
《安心の長期安定、無期雇用》となります。
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高収入！
男女活躍中！
隔週で金・土・日休みの
3連休があるシフト！

半導体製造
オペレーター

時間／①8：30～20：40
②20：30～8：40（2交替）
休日／シフト

【勤務地】会津若松市

月
収27.5

0120-048-001

未経験者でも出来る簡単作業で
高待遇。50～60代の方も活躍中。
時間／交替制　休日／会社カレンダー

工場内補助作業

時給1,100円

【勤務地】
喜多方市

人気の日勤！格安寮あり！
寮費・光熱費込み15,000円!!
時間／日勤8:00～17:00
休日／土・日・他 会社カレンダー
①時給1,100円 ②③時給1,000円

【勤務地】
南会津

定年を迎えた方でもOKの
簡単なお仕事です。
表記就業時間内での勤務時間応相談
時間／日勤7：30～17：00
休日／希望休日制

施設の清掃業務

時給900円

【勤務地】
会津若松市

大手企業できれいな職場です。
教育体制が整っています。
社員食堂あり。1日300円程度です。
人気の日勤。

製造オペレーター【勤務地】
喜多方市

①小物製品の加工業務
②製品のバリ取り作業
③製品の梱包・出荷作業

時給900円

0120-93-8080

時給1,240円

求人No.4155

株式会社 ☎0242-85-6309
射出成形・機械加工
オペレーター

時給950円～1,000円以上可
月収22～24万円以上可（手当含）

【勤務地】
会津若松市

★正社員登用実績あり★昇給あり
時間／8：00～17：00（日勤）
　　　　8：00～18：10・19：10～4：40（2交替）
休日／4勤2休

【勤務地】
湯川村

★正社員登用実績あり★昇給あり
★残業・休出により稼げます!!
時間／8：15～16：50・20：15～4：50（2交替）
休日／土・日・祝

機械加工・冷鍛加工オペレーター 【勤務地】塩川町

時間／8：15～16：50（日勤）  休日／土・日・祝

ホース組立・洗浄・カシメ等の製造作業

自動車部品の製造
時間／8：10～20：20・20：10～8：20
　　　（2交替）
休日／3勤3休

時給920円～950円以上可
月収20～23万円以上可（手当含）

時給 850円～900円以上可
月収 19～20万円以上可（手当含）

時給 850円～900円以上可
時給 750円～800円以上可 17～19以上可月

収
万円

（
手
当
含
）

ゴムホースの長さが合っているか確認をしたり、
指示書を見ながらホースにテープを巻いたり、
ホース数本をバンドで留めるお仕事！

(交通費別途支給)

時給900円
(交通費別途支給)

時給1,000円
(交通費別途支給)

時給1,100円
(交通費別途支給)

上記の時間内で
3～6時間【 【

同時募集！ 会津産アスパラガスの加工・出荷 【勤務地】会津若松市 【時給】800円～ ＜委細面談＞
・時間が合えばダブルワークの方も歓迎します。 ・繁忙期（５月）だけ希望の方も歓迎します。（特に男性）

広告No.16627

万円
程度

7・12月に慰労金支給！
28,000円の繁忙手当あり！
月の半分がお休みで高収入！
夜食無料！

半導体製品の
検査業務

時間／①9：10～21：10
②21：10～9：10（2交替）
休日／シフト

【勤務地】会津若松市

月
収26.3
時給1,100円

求人No.4642

万円
程度

マシンOPのお仕事！
7・12月に慰労金支給！
28,000円の繁忙手当あり！
夜食無料！

半導体製造
オペレーター

時間／①9：10～19：15
②21：10～7：15（2交替）
休日／シフト

【勤務地】会津若松市

月
収29.7
時給1,100円

求人No.3998

万円
程度

時間／日勤8：30～17：20
休日／土日・会社カレンダー


