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時給850円

【長期】衛生チェック係
▶瀬上町
★初心者歓迎!
★製造スタッフの健康チェック、
   除菌など♪
時間／8：00～17：00(8H)
休日／週休2日制

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1,000円

【長期】梱包済段ボールの仕分け
▶西部工業団地
★初心者歓迎!
★段ボールは女性も持てる
   重量です♪
時間／15：00～19：00(4H)
休日／土日祝

時給900円

製品の出荷、梱包
▶福島市
★長期です　★見学OK
★即日OK
時間／8：30～17：15
休日／土日祝

月給226,000～385,000円
＋諸手当あり

施設での看護師業務【職業紹介】
▶福島市
★施設未経験の方、ブランクの
   ある方でも歓迎!
★社会保険完備！★マイカー通勤OK!
時間／8：30～17：30、16：30～翌9：30
休日／月9日(年間休日107日)、シフト制

月給145,600～182,400円
＋諸手当あり

施設での介護業務【職業紹介】
▶福島市、二本松市
★未経験・資格が無い方OK!
★勤務地選べます!
時間／7：00～16：00、9：00～18：00、
        11：00～20：00
休日／週休2日(シフト制)

福祉介護・支援スタッフ募集!!【正職員】
▶南相馬市、広野町、楢葉町、川内村、飯舘村

★施設で働くことが主になりますが、

　地域交流も図りながら日常生活を支援する福島県の事業です。

　※勤務時間等については各施設の条件により異なります。

時給900円

食品の製造、梱包
▶伊達市、福島市
★未経験者OK
★簡単作業です
時間／8：00～17：00
休日／土日祝

時給980円

【調理】具材の調理
▶瀬上町
★初心者歓迎!
★野菜を炒めたりなどの
   加熱調理♪
時間／16：00～1：00(8H)
休日／週休2日制

時給1,200円

【短期】通信機器の組立検査
▶蓬莱町
★初心者歓迎!
★日勤・夜勤・交替勤務選べます♪
時間／①8：30～17：15、
         ②17：30～2：15
休日／土日ほか(会社カレンダー)

時給1,100円

ガソリンスタンドスタッフ
▶福島市
★未経験者大歓迎!10月スタート!
★車の誘導や給油・洗車のお仕事です
時間／7：30～19：00
　　　(この時間帯の内5～8時間
　　　で相談可能)
休日／シフト制

時給900円

一般事務
▶伊達市
★パソコン基本操作可能な方歓迎!
★PC入力や電話応対、来客対応
   のお仕事です
時間／8：30～17：30
休日／土・日・祝(企業カレンダー)

時給1,400円

自動車部品の加工スタッフ
▶福島市西部
★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／土日休み

時給1,000円＋別途交通費

スポンジのカット加工スタッフ
▶福島市北部
★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／土日休み

時給850円＋別途交通費

部品の受け入れ、運搬スタッフ
▶伊達市保原町
★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／土日休み

時給1,300円＋別途交通費

“ひも”製造スタッフ
▶福島市中央部
★入寮OK!しかも寮費無料!
★残業・休出はほとんどないため
　プライベートも充実
時間／6：00～14：00、
　　　13：45～22：00、
　　　22：00～翌6：00(交替制)
休日／シフト制

時給1,300円

部品の入出庫管理
▶福島市
★未経験者歓迎!
★12月迄の短期のお仕事です!
★更新の可能性もあります!
時間／8：30～17：15
休日／土・日・祝(企業カレンダー)

時給850円

製品の仕上げ・検品作業
▶福島市
★8：30～17：30(時給900円)も
　同時募集中!!
時間／9：00～16：00
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!
★スキルアップできます♪
★福島駅近郊にも事務のお仕事あります
時間／8：30～17：30
休日／土日祝、企業カレンダー有

月収231,000円以上可

21日出勤／月、残業30H／月の場合 時給1,200円

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

月収342,000円以上可

21日出勤／月、残業40H／月の場合 時給1,600円

自動車部品の製造
▶伊達市
★高時給! ★未経験者大歓迎!!
★10名以上の大募集!!
時間／8：00～16：50、20：00～28：50
休日／(土)日、企業カレンダー有

時給950円

自動車部品の製造
▶丸森町
★未経験者大歓迎!
★加工やバリ取り、洗浄の作業です
時間／①8：00～17：00、
         ②17：00～2：00、
         ③0：00～9：00
休日／土・日(企業カレンダー)

時給950円＋別途交通費

製品の組立加工
▶伊達市保原町上保原
★男女活躍中!
★長期勤務可能
時間／8：30～17：15
休日／土、日曜日、
　　　祝日(会社カレンダー)

時給950円＋別途交通費

電子機器の組立・検査
▶福島市
★駅近くで環境もバッチリです
★男女活躍中
時間／8：30～17：15
休日／土、日曜日・
　　　祝日(会社カレンダー)

時給1,600円

月収例352,800円

自動車部品の組立
▶伊達郡桑折町
★給与前渡し制度も好評実施中!
★寮完備!無料送迎もご用意
   しています!
時間／8：00～16：50、20：00～4：50
休日／土日

時給1,300円

月収例250,000円

ガラス繊維の巻き取り作業
▶福島市郷野目
★事前に工場見学を実施
  いたしますので、
  見てからの判断でOKです!
時間／6：00～14：00、
       13：45～22：00、22：00～6：00
休日／6勤2休

時給1,000円

月収例213,000円

マシンオペレーター
▶福島市永井川
★駅から徒歩5分!アクセス抜群!
★しっかりした教育で未経験でも安心!
時間／6：00～14：20、
         14：00～22：20、22：00～6：20
休日／土日

時給1,150円

月収例179,690円
月収160,000円以上可

20日出勤／月、残業20H／月の場合時給930円

お惣菜のパック詰め
▶福島西工業団地
★早番・遅番シフトの日勤帯の勤務
★未経験からのご応募大歓迎!
時間／5：45～14：00、10：30～18：45
休日／土日

時給1,200円＋別途交通費

通信機器の組立・検査
▶福島市
★男女活躍中!★日勤のみも可能
★短期勤務も可能
時間／【早番】8：30～17：15
　　　【遅番】20：00～4：45 ※交替制

休日／土、日曜日・
         祝日(会社カレンダー)

時給900円＋別途交通費

データ入力
▶福島市(南福島駅近く)
★社内システムをに数字を入力
　するお仕事です!
★南駅近くで通勤にも便利です
時間／8：10～17：10
　　　(9：00～17：00も相談可能)
休日／土、日曜日・祝日(会社カレンダー)

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

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

主催 株式会社 コレクトプレイス 
☎024-907-3960

①福利厚生制度のご提案（法人営業）※残業無・土日休み ②IT系プログラマー／エンジニア／WEB開発など ③歯科衛生士など
時間／①9：00〜17：00 ②9：00〜18：00 ③日勤　勤務地／福島市、郡山市

職業
紹介 パート社員も募集中、ご相談ください。 給与月給制

派遣・職業紹介の
お得な制度
お教えします♪

派遣・職業紹介の
お得な制度
お教えします♪

予約
不要

服装
自由

履歴書
不　要

入退場
自　由

事前予約で
　 プレゼント
　　　有り！！

事前予約で
　 プレゼント
　　　有り！！

雇用保険受給者の方には参加証明書をお渡しできます　 

派遣〜正社員募集まで他にもご紹介できるお仕事がいっぱいあります！！

雇用保険受給者の方には参加証明書をお渡しできます　 

派遣〜正社員募集まで他にもご紹介できるお仕事がいっぱいあります！！
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→
こちらを
チェック 

→

第
13回

スタンプラリーで

金券プレゼント検索お仕事合同説明会　福島

お仕事合同説明会開催!！
TVCM
放送中
TVCM
放送中

★勤務時間
　選べます


