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主催 株式会社 コレクトプレイス 
☎024-907-3960

派遣・職業紹介
活用セミナー

14：00〜同会場

派遣・職業紹介
活用セミナー

14：00〜同会場

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

こちらを
チェック 

→ 検索お仕事合同説明会　福島

TVCM
放送中
TVCM
放送中

株式会社

0120-450-345
製品の組立又は加工　
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(実働8時間)
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
福島市太平寺 ★駅近くで環境もバッチリです★男女活躍中!
時間／8：30～17：15(実働8時間)
休日／土、日曜日・祝日(会社カレンダー)

時給950円＋別途交通費

【職業紹介】高齢者施設での看護業務(正社員)
福島市★職務にブランクのある方も歓迎!★休日多め♪
★福利厚生も充実♪★各種社会保険完備、諸手当有、昇給・賞与有
時間／7：30～16：30、8：30～17：30、10：30～19：30
休日／シフト制(年間休日126日)

月給190,000円～(諸手当含む) 【職業紹介】施設での介護業務(正社員)
伊達市★新規施設オープニングスタッフ大募集!!
★各種社会保険完備、諸手当あり、昇給・賞与有
時間／7：00～16：00、10：00～19：00、12：00～21：00、21：00～翌8：00
休日／週休2日(シフト制)

月給176,000円～(諸手当含む)

福祉介護・支援スタッフ募集!!【正社員】
南相馬市、広野町、楢葉町、川内村、飯舘村
★各種社会保険完備、諸手当あり、昇給・賞与あり、寮・社宅完備‼
★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。
時間／早番・日勤・遅番・夜勤(シフト制)　休日／シフト制

【給与例】月給145,500～219,100円(諸手当含む)

※各施設により条件が違いますので、お気軽にご相談ください。

食品加工
福島市西部 ★男女活躍中! ★外国人の方も大歓迎
時間／8：00～17；30(実働8時間) ※休憩90分
休日／シフト制(月平均8日前後)

時給1,000円＋別途交通費製品の検査業務
二本松市★男女活躍中!
★製品を検査したり、機械に部材をセットするお仕事です
時間／【日勤】8：00～16：50 【2交替】①6：00～14：30、②14：20～22：50 ※3交替もあり
休日／土、日曜日(会社カレンダー)

時給1,250円＋別途交通費

総務事務
福島市★長期安定のお仕事!
★書類作成や整理、郵送物管理などの作業です!
時間／8：30～17：00　休日／土日祝

時給1,100円 一般事務
福島市　★半年後に時給900円にアップ！
★データ入力や集計作業が中心! ★電話応対はありません♪
時間／8：30～17：00　休日／土日祝

時給850円 原材料バーコード管理
福島市北部

★ハンディ端末でバーコードをスキャンしよう♪

時間／12：00～21：00 休日／週休2日(希望休制度あり)

時給850円

【Factory】印刷物カンタンチェック
福島市東部★人気の日勤 ★女性活躍中

時間／8：30～17：30

休日／土・日・祝(会社カレンダー)

【Factory】パンフレットの梱包
福島市西部　★朝はゆっくり出勤!!

時間／9：15～18：15
休日／土・日・祝(会社カレンダー)時給950円

【Office】事務管理業務
福島市西部
時間／8：00～17：00
休日／土・日・祝(会社カレンダー) 日給10,000円

自動車部品の加工スタッフ
福島市西部 ★高時給! ★ガッチリ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1,400円

金属部品加工補助スタッフ
伊達郡川俣町★重量物の取り扱いはないので、女性の方も安心♪
★福島市や伊達市からも通勤可能エリアです
時間／7：25～16：05、15：30～23：45(交替制) 
休日／土日休み 時給1,300円

ガラス糸巻き取りスタッフ
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

パソコンの開梱・梱包スタッフ
伊達市保原町 ★簡単軽作業なので未経験者でも安心♪
★車がなくても電車通勤もできます!
時間／8：15～17：00(日勤)
休日／土日休み

時給1,300円

時給800円

アルミ部品組立のカンタン軽作業・検査業務
伊達市　★未経験者歓迎 ★バリ取りや検査業務など
時間／8：30～17：15
休日／土日祝 (会社カレンダーによる) 時給850円

時給900円

一般事務
福島市 ★書類の取り纏め、メール対応、庶務・雑務

★事務経験者、明るく元気な方歓迎♪

時間／8：30～17：30 休日／土・日・祝

時給1,000円

フォークリフト作業
福島市及び近郊 ★勤務地様々です

時間／8：00〜17：00

休日／土日祝

時給1,000円〜

製品を包む
福島市　★幅広い年齢の方活躍中　★新規

時間／8：30〜17：30

休日／土日祝

時給850円

レトルト食品の製造
伊達町　★簡単な、梱包などです

時間／8：00〜17：00、19：00〜4：00(日勤のみ可能です)

休日／土日祝

福島市南部　★未経験者歓迎★パートも同時募集(時給850円)

★2交替勤務もあります　時間／8：30～17：15

休日／土日祝(会社カレンダーによる)

時給900円

プラスチック製品の検査
福島市　★新規　★急募　★経験なしOK

時間／8：00〜17：00(夜勤のみ、日勤のみ可能です)

休日／土日祝

時給870円

一般事務
福島市★入金の提案、データ入力 ★タブレットでのお仕事
★期間限定業務♪
時間／11：00～20：00の間のシフト勤務
休日／週休2日制

時給1,000円受付
福島市　★ショールーム受付、伝票処理、電話取次ぎ

★朝はゆっくり9時スタート♪

時間／9：00～18：00　休日／火＋平日1日

時給1,000円

事務＆軽作業
伊達市 ★梱包出荷業務、データ作成、電話対応

★年齢問わず活躍中 ★長期安定就業

時間／8：15～17：00 休日／土・日・祝

時給1,000円〜1,050円

【Home heiper】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

具材調理加工
福島市北部 ★野菜炒めやスープを作ろう♪

時間／①15：00～24：00、②23：00～8：00 ※①②選べます

休日／週休2日(希望休制度あり)

時給950円 電子部品加工
角田市(宮城県南部) ★自動機で部品加工しよう♪★入寮希望応相談♪

時間／①7：00～15：40、②15：10～23：50、③23：10～7：30 ※3交替勤務

休日／土日ほか(会社カレンダー)

時給1,300円〜
入社祝い金5万円
※規定有

カップ容器準備
福島市北部

★カップ機を種類ごとに数えよう♪ ★扶養範囲希望応相談

時間／12：00～20：00  休日／週休2日(希望休制度あり)

時給850円

返礼品の包装や配送業務
福島市 ★未経験者大歓迎! ★包装や加工などの軽作業と配送!
★配送は福島市内のみです!
時間／9：00～17：00　休日／シフト制

時給1,050円一般事務
伊達市★安定した事務職!
★データ入力・来客対応・電話応対などのお仕事です!
時間／8：30～17：30　休日／土日祝(企業カレンダー)

時給900円

受付/一般事務
福島市★事務未経験の方も歓迎♪

★来客受付と事務補助のお仕事★残業ありません♪

時間／8：30～17：00　休日／土日祝

時給1,020円

総務事務
福島市
★Excelを使用した書類作成や入退社管理のお仕事です
★2018年3月末までの期間限定
時間／9：00～17：30　休日／土日祝

時給1,020円 テレマーケティング
福島市 ★服装自由♪
★お電話にてタブレット操作案内のお仕事です
★2018年3月末までの期間限定
時間／9：00～17：30  休日／土日祝

時給1,100円

庶務事務
福島市 ★動きがある仕事が好きな方にオススメです！

★残業ほぼ無し♪★不動産会社で物件の写真撮影のお仕事

時間／9：00～18：00 休日／水日祝

時給1,050円

0120-727-454

過去最
大の

参加社
数

0120-28-9771
AT アクト
株式会社　宮城第二支店 0120-030-715

0120-67-2077
株式会社 リクルートスタッフィング 

0120-022-022

☎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

0120-477-461

※他勤務帯あり

0120-71-6030福島営業所(株) 0120-463-700日本マニュファクチャリングサービス（株）

時給1,000円
収入例17万円以上可

カンタン部品の供給・回収作業

福島市★未経験者歓迎★グラインダーを使用してのバリ取り
★運搬作業など
時間／【2交替】8：00～17：00、20：00～5：00
休日／土日(会社カレンダーによる)

時給1,400円
収入例33万円以上可

工具を使ってのカンタン仕上げ作業
★未経験者歓迎★目視検査(キズ・色など)
★手作業による梱包
時間／5：45～14：00、10：30～18：45
休日／土日(会社カレンダー)

時給1,000円
収入例17万円以上可

医療機器のカンタン検査・梱包作業

正社員
特集!! 
【職業紹介】

【職業紹介】福島市
福利厚生制度をご提案(法人営業なので未経験者にはピッタリ)
★残業・ノルマなし!接客好きなら尚OK!
時間／9：00～17：00   休日／土日祝完全休み、長期連休有り
月15万円＋諸手当(平均給与実績38万円)

【職業紹介】福島市　理想の住宅造りの総合窓口案内業務
★独身寮完備!実質無料!
時間／9：00～18：00　休日／火・水、その他長期連休あり
月22.4万円～31.2万円＋業績給・手当

第14回お仕事合同説明会開催!！
スタンプラリーで

金券プレゼント

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！！

当日のみの非公開求人情報も多数ご用意!

プロの転職エージェント達が採用へと導きます
予約不要 服装自由 履歴書不要 入退場自由

物流 事務 介護製造 医療 サービス 営業


