
派福島市、伊達市、二本松市、米沢市、宮城県丸森町、相馬郡新地町、飯舘村

日額10,000円(8h勤務)

時給1,000円

時給1,200円

時給1,500円

【短期】家電の組立検査
▶米沢市 
★8月中入社可能な方♪
★JR駅より徒歩5分♪
★20代～40代男女活躍中!
時間／8：30～17：00
休日／土日他
　　　(会社カレンダー)

【短期】通信機器の組立検査
▶福島市南部
★8月中入社可能な方♪
★日勤・夜勤・
    交替勤務選べます♪
★20～30代男女活躍中!
時間／①8：30～17：15、
　　　②17：30～2：15
休日／土日他(会社カレンダー)

【長期】軽量部材のセット・加工
▶二本松市
自動機加工で軽作業♪
★20～30代男性活躍中!
時間／①6：00～14：20、
　　　②14：00～22：20、
　　　③22：00～6：20 
　　　※2または3交替
休日／土日他(会社カレンダー)

【長期】軽量部材のセット・加工
▶宮城県丸森町
★自動機加工で軽作業♪
★梁川駅より車で30分！
★20～40代男性活躍中!
時間／①6：45～15：20、
　　　②15：10～23：50、
         ③22：35～6：55 
　　　※2または3交替
休日／土日他(会社カレンダー)

0120-28-9771

時給900円

時給850円
(半年後50円アップ)

時給1,150円

時給900円

一般事務
▶伊達市保原町
★PCの基本操作ができれば
　未経験者でもOK♪
★PC入力などのお仕事!
時間／8：30～17：30
休日／土・日・祝
　　　(企業カレンダー)

一般事務
▶伊達市保原町
★現場事務経験者大歓迎♪
★書類作成や整理、
　備品管理のお仕事
時間／8：00～17：00
休日／土(第2、4)・
　　　日・祝(企業カレンダー)

一般事務・データ入力
▶福島市
★県庁近くで通勤に便利!
★データ入力や書類整理
　のお仕事!
★月に15日程度の勤務♪
時間／8：30～17：00
休日／土・日・祝

医療機器の組立・検査
▶福島市
★未経験者でも始められる
　お仕事♪
★心拍数を計る機械の組立や!
時間／8：30～17：15
休日／土・日・祝
　　　(企業カレンダー)

0120-477-461

0120-71-6030

福島営業所(株)

一般事務 一般事務

時給1,020円 時給1,100円

時給1,000円 時給1,050円

一般事務
▶福島市
☆綺麗で解放感のある
　オフィスで事務のお仕事☆
☆20代・30代の方が
　活躍中で穏やかな
　雰囲気の職場♪
時間／8：30～17：30
休日／土日祝

自動車部品の製造
▶福島市
★慰労金制度あり(会社規定あり)
時間／交替制
休日／土日

時給900円

米の放射線量測定
▶福島市
★女性：シール貼り
★男性：米の積み下ろし
★9月下旬スタートです
時間／8：00～17：00
休日／日曜日

時給1,300円

精密機械の製造、検査
▶福島市
★手当つき ※規定あり
★短期
時間／8：30～17：30
休日／土日祝

時給1,400円 時給1,100円

車両パーツの加工スタッフ
▶福島市西部 【週払いOK】
★高時給!
★がっちり稼ぎたい方にオススメです!
★駅から徒歩5分なので
　電車通勤もOK
時間／8：00～17：00、
　　　20：00～翌5：00(交替制)
休日／土日

時給1,000円 時給850円

スポンジの加工スタッフ
▶福島市北部　【週払いOK】
★スポンジの余分な部分をカット
　するお仕事です
★男女ともに幅広い年齢の方が
   活躍中!
時間／7：30～16：30、
       17：45～翌2：45(交替制)
休日／土日

部品の運搬、仕分けスタッフ
▶伊達市保原町 
　【週払いOK】
★日勤・土日休みの
　お仕事です
★残業も少なめなので
　プライベートも充実♪
時間／8：30～17：15(日勤)
休日／土日

通信機器の組立・検査スタッフ
▶福島市南部 【週払いOK】
★9月末までのお仕事です
★今なら日勤か夜勤で時間を
   選べます♪
時間／①8：30～17：15、
　　　②20：00～翌4：45
　　　(①②のいずれか)
休日／土日

精密部品の組立・検査
▶福島市
★皆勤手当支給
　(当社規定有)
時間／8：00～17：00
休日／(土)日祝、
　　　企業カレンダー有

一般事務
▶伊達市
★人気の事務!
★スキルアップ出来ます♪
時間／8：30～17：30
休日／土日祝、
　　　企業カレンダー有

自動車部品の製造

通信機器の組立・検査
▶福島市
★固定勤務・2交替から
　選べます!
時間／8：30～17：15、
　　　17：30～26：15
休日／(土)日、
　　　企業カレンダー有

経理・人事事務

☎024-533-9030
エアコレクト株式

会社

AT アクト
株式会社　宮城第二支店

0120-030-715

▶福島市
★紹介予定派遣/
　正社員化予定
★車通勤OK!嬉しい制服
　もあります
時間／8：30～17：30
休日／土日祝

950円

【Factory】かんたん組立・検査

【Factory】フォークリフトによる出荷業務

▶福島市内 
★キレイな職場!!
★就業環境快適!!
時間／8：30～17：30
休日／土日(会社カレンダー)

【Factory】クッションシート
のバリ切り・積込み

▶福島市東部
★長期のお仕事
★新規案件
勤務／(日勤)7：00～16：00、
         (遅番)17：45～翌2：45
休日／土・日・祝日
         (会社カレンダー)

▶福島市
★残業基本なし!で
　プライベートも充実!
★弊社スタッフも就業中♪
　大手グループ企業で
　安心して勤務できます
時間／8：40～17：20
休日／土日祝

▶福島市
★大手不動産会社での
　事務員のサポート業務
★未経験OK!事務経験を
　積むチャンスです
時間／9：00～18：00
休日／水日祝

0120-709-707

▶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

【Home helper】ヘルパーさん

時給1,000円〜1,400円
資格取得による

8月25日（金）
10：00〜15：00

日 

時

雇用保険受給者の方には参加証明書をお渡しできます　 主催/(株)コレクトプレイス  TEL・024-907-3960
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ダイユーエイトMAX4階
アオウゼ視聴覚室

大好評で
１周年

スタンプラリーで

金券プレゼント

駐車無料券配布

予約不要

月収23万円以上可

月収155,000円以上可
※20日出勤/
　月、残業20H/月の場合

月収160,000円以上可
※20日出勤/
　月、残業20H/月の場合

時給1,200円

時給1,600円

▶伊達市
★日勤専属の募集も
　若干名有☆彡
時間／8：00～16：50、
　　　22：00～28：50
休日／(土)日、
　　　企業カレンダー有

日勤で!! 時給

時給1,000円

▶福島市西部
★すぐに
   スタート出来ます!
★長期のお仕事
★新規案件
勤務／8：45～17：15
休日／土・日・祝日(会社カレンダー)

時給1,200円

NEW
NEW

0120-67-2077
株式会社 リクルートスタッフィング 郡山オフィス

看護師業務(病棟・外来)

月給184,100円～

精神科病院外来(デイケア)
での看護業務

▶福島市 　　　　【職業紹介】
★土・日休み ★残業なし
★ワークライフバランス
  が魅力です
時間／8：30～17：15
休日／土・日

月給144,400円～ 諸手当あり

食事・入浴・排泄介助等、
その他介護に関する業務
▶相馬郡飯舘村 　【職業紹介】
★年間休日125日
★通勤手当実費支給
★地域に密着した介護のおしごとです
時間／9：00～18：00、
       17：30～翌10：00 
       ※他シフトあり
休日／月10日(シフト制)

高齢者福祉施設での調理業務全般
▶福島市 　　　　【職業紹介】
★日勤のみ★資格なし可
★利用者様の健康を
   サポートをする調理員募集
時間／5：30～14：30、
        8：30～17：30、
      10：00～19：00
休日／週休2日(シフト制)

▶相馬郡新地町 　【職業紹介】
★教育体制充実★社宅完備
★希望休取得率100％
★育児中も働きやすい職場です
時間／8：30～17：00、
        8：30～13：30、
        16：30～翌9：00
休日／4週8休(年間休日110日)

検索お仕事合同説明会　福島

説明会合同

月給【看護師】201,600円～
　　【准看護師】164,900円～

諸手当あり

通勤・資格・特別・保育手当あり
月給149,800～233,300円
通勤・資格・処遇改善手当あり

0120-727-454


