
派正 契福島市、伊達市、伊達郡、二本松市、飯舘村、南相馬市、宮城県白石市、東京都港区

14：00〜17：00
ダイユーエイトMAX
アオウゼ4F 小活動室1・2

検索お仕事合同説明会　福島

http://jobcollect.jp/

12/13 水
WEB来場
予約で

プレゼント

主催：（株）コレクトプレイス 024-907-3960

スタンプラリー5社以上訪問で金券プレゼント 物流 事務 介護製造 IT医療 サービス 営業 他にもご紹介できる案件がいっぱいあります!!
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雇用保険受給者の方には
参加証明書を発行できます プロの転職エージェント達が採用へと導きます

派遣～正社員までご紹介できます
お仕事 説明会合同

服装自由履歴書不要 入退場自由

第16回
地元密着

型

予約不要

年内
ラスト

来場者限定求人情報あり

福島市北部
★ハンディ端末でバーコード
　をスキャン♪
★夜勤で稼ごう
時間／23：00～8：00
休日／週休2日(希望休制度有)

時給850円

材料の管理番

福島市西部
★扶養範囲内のお仕事♪
時間／14：15～18：30(4H)
休日／火・木曜日　
　　　※5～9月繁忙期は週5日
　　　　20時間未満勤務

時給1,000円

仕分け伝票整理

福島市北部
★プラ食器や個包装スープを
　数えよう♪
★扶養範囲希望応相談
時間／12：00～21：00
休日／週休2日(希望休制度有)

時給850円

カップ器準備

白石市(宮城県南部)
★国見町役場より車で20分♪
★検査は座り、梱包は立ち仕事です♪
時間／①8：30～16：45、
　　　②16：30～0：45 

※2交替

休日／土日祝ほか(会社カレンダー)

時給1,000円〜

軽量部品の目視検査と梱包

福島市
★伝票処理、軽作業
★事務経験・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

【長期派遣】一般事務

福島市
★データ入力、納期管理
★残業多め、がっちり稼げます♪
時間／8：30～17：30
休日／土・日・祝

時給1,000円

【長期派遣】一般事務

福島市
★接客販売、商品補充
★未経験OK、ノルマの無い
　お仕事です♪
時間／9：45～16：00
休日／シフト制の週休2日

時給1,000円〜1,050円

販売

伊達市
★データ入力、伝票処理
★大手企業なので安心して
　就業できます♪
時間／8：30～17：30
休日／土・日・祝

時給1,000円

【長期派遣】現場事務

福島県伊達市
★新規の現場
★教育体制もバッチリ
★CADの操作も経験できます
★周りの方も新規スタッフ
時間／8：30～17：30
休日／土・日・祝 時給1,200円

ファイリング・データ整理や入力
福島県福島市 ★CADの研修あり
★1年以上の長期就業可能
★残業多めでしっかり稼げる
★年内から働ける即日採用のお仕事
時間／8：30～17：30
休日／土・日・祝

時給1,100円

資料作成・PCを使ってのデータ処理業務

福島県郡山市 
★未経験者には教育制度あり
★スキルアップしたい方、
　CADを覚えたい方必見!!
★PCが得意な方なら応募可能!
時間／8：30～17：30
休日／土・日・祝 時給1,100円

CADを使った図面作成・資料作成業務

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＋別途交通費支給

時給950円＋別途交通費支給 時給1,300円＋別途交通費支給

製品の組立・加工又は資材の入出庫業務

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)

電子機器の組立・検査

福島市笹木野
★基板に部品を挿入したり、
   電源ドライバを使用しての
   ネジ締め作業
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880円＋別途交通費支給

電源装置の組立

福島市南部
★短期で対応可能です
★長期勤務希望の方も歓迎です
時間／【日勤】8：30～17：15
　　　【夜勤】20：00～4：45
　　　※2交替制、日勤のみ又は夜勤のみ可能

通信機器の組立・検査

福島市
★各種社会保険完備、昇給・賞与あり!
★残業ほぼ無し!
★賞与計3.5ヶ月!
時間／9：00～17：00、17：00～翌10：00
休日／シフト制(年間110日)

月給241,000円～(夜勤、諸手当含む) 月給168,000円～(諸手当含む)

【正職員】老健施設での看護業務(職業紹介)

飯舘村
★福島県の事業で働きます
★被災者生活支援員 ★年間休日125日
★赴任希望者(寮・社宅あり)
時間／7：00～16：30、9：00～18：00、
         9：30～18：30、10：00～19：00他
休日／シフト制 月給174,400円～ 月給183,000円～

【正職員】特養での介護業務(職業紹介)

福島市 
★資格取得祝金あり!
★教育・研修制度充実!
時間／7：00～16：00、8：30～17：30、
        11：00～20：00、19：30～翌8：30
休日／週休2日(シフト制)

【正職員】施設での介護業務(職業紹介)

南相馬市
★福島県の事業で働きます
★被災者生活支援員 ★年間休日108日
★赴任希望者(寮・社宅あり)
時間／7：00～16：00、
         9：00～18：00、17：00～翌9：30
休日／シフト制

【正職員】特養での介護業務(職業紹介)

福島市
★扶養範囲内のお仕事!
時間／9：00～15：30
休日／(土)日、企業カレンダー有り

月収88,000円以上可
20日出勤／月の場合 時給800円

月収180,000円以上可
20日出勤／月、残業40H／月の場合
時給900円

月収160,000円以上可
20日出勤／月の場合【残業任意】
時給1,000円

月収166,000円以上可
20日出勤/月、残業20h/月の場合
時給900円

マスキングテープ貼り・梱包

福島市
★長期就業可能!
時間／8：00～17：00
休日／(土)日、企業カレンダー有り

製品のバリ取り作業

福島市
★丁寧な指導で教えてもらえます!
時間／8：30～17：10
休日／(土)日、企業カレンダー有り

フィルムの検査・梱包

福島市
★駅チカ!公共機関での通勤OK!
時間／8：45～17：45
休日／土日、企業カレンダー有

データ入力、電話対応

福島市南部　★未経験者歓迎!
★12月、1月入社の方限定、入社祝金5万円支給!
★夜勤専属も対応できます
　(時給1,050円、祝金対象外)
時間／8：30～17：15、20：00～4：45（2交替）
休日／4勤2休(会社カレンダーによる)

時給1,150円 収入例24万円以上可

台車を使っての部品の供給・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／8：00～17：00、20：00～5：00(2交替)
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 時給1,000円 収入例17万円以上可

工具を使ってのカンタン仕上げ作業

福島市南部
★未経験者歓迎★パート募集
★扶養内OK
時間／8：30～13：55
         or13：05～17：15など
休日／シフト制

時給850円

ラベル作成・コネクター作成など

福島市 ★未経験者歓迎
★残業ほとんど無し
★交替勤務で深夜時間無し
時間／5：45～14：00、
        13：45～22：00(2交替)
休日／土日(会社カレンダーによる)

ガラストレーの製造補助作業

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

時給1,400円

自動車部品の加工スタッフ

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

時給1,000円

スポンジのカット加工スタッフ

福島市西部
★残業・休出はほとんどないため
   自分の時間を大切にしたい方
   にオススメです♪
時間／6：00～14：00、14：00～22：00、
       22：00～翌6：00(交替制)
休日／シフト制

時給1,050円

布の製造機械補助スタッフ

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

時給800円

小型家電の開梱・梱包スタッフ

南福島
★長期のお仕事
★南福島駅近く通勤便利
時間／【交替制】6：30～14：45、
　　　14：30～23：15、23：00～6：45
休日／シフトにより変動

時給1,100円＋交通費別途

マシンオペレーター

福島市
★お客様案内のお仕事です
時間／9：00～17：30
休日／月曜日＋週1日

時給900円＋交通費別途

受付事務

福島市
★伝票発行や来客対応のお仕事です
時間／9：00～17：00
休日／隔週土曜日、
　　　日祝(会社カレンダー)

時給900円＋交通費別途

一般事務

福島駅前
★書類作成、ファイリング、
　データ入力等のお仕事です
★6ヶ月後直接雇用
時間／8：00～17：00
休日／土日祝(企業カレンダー) 年間105日

時給1,000円＋交通費別途

一般事務(紹介予定)

福島市北部・西部
★データ入力、伝票処理、
   電話・来客対応等
時間／8：30～17：30、他
休日／土・日・祝、他

時給1,025円～1,100円＋交通費 時給1,400円～＋交通費

一般事務

福島市東部
★介護施設での調理業務・
   皿洗い・掃除等
時間／①5：30～14：30、
         ②10：00～19：00
休日／シフト制

月収14.9万円～25.2万円＋交通費

調理職員【正社員】

福島市南部
★英文でのmail対応・通訳業務・
   他PC操作等一般事務
時間／8：00～16：50
休日／土・日、他

英文事務

福島市西部 ★複数名募集!女性活躍中!
★未経験者でも可!
★開梱・目視検査・ラベル貼り・梱包等
時間／9：00～17：00
         (パート勤務も応相談)
休日／土・日・祝、他

時給880円〜910円＋交通費

医療器具検査等

福島市 ★業界未経験可能!
★デザインや接客が好きな方にピッタリ!
★生活に役立つ情報と知識が
   身につく!
時間／9：00～18：00
休日／火・水(週休2日制)

年収320万円～420万円＋業績給
月収150,000円～諸手当

平均年収30万円以上可(賞与年3回あり)

住宅造りのアドバイザー【正社員】

国見町
★AutoCADでの組立図、部品図の設計補助
★業務未経験でも応募可能
時間／8：20～17：20
休日／日祝他(会社歴)、年間116日

年収285万～510万円＋諸手当
交通費別途支給(賞与あり)

CADを使っての機械設計補助作業【正社員】

福島市★安心の教育研修あり
★残業無し、土日祝完全休み
★家庭と仕事を両立できる職場です!
時間／9：00～17：00
休日／完全土日祝休み

企業と従業員を支える制度の提案プランナー【正社員】

二本松市、福島市
★詳しくは会場でお待ちしております!!
時間／8：00～17：00、8：10～16：50
休日／シフト勤務

月収15万～20万円＋諸手当
交通費別途支給(賞与あり)

食品の品質管理業務/
VBでのプログラム業務【正社員】

AT アクト
株式会社　宮城第二支店

0120-030-715【派04-300120】
【04-ユ-300092】 【派07-300211】 【派13-307736】

株式会社

0120-450-345 0120-022-022 ☎03-6272-3334【派13-011061】
【13-ユ-010724】

福島市内
★人気の日勤
時間／8：45～17：15
休日／土・日・祝
　　　(会社カレンダー)

時給1,000円

【Office】オフィスワーク

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)

時給1,000円 時給1,000円〜1,400円 資格取得による

【Factory】クッションシートのバリ切り・積込み

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)

時給950円

【Factory】印刷物カンタンチェック

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 heiper】ヘルパーさん

0120-477-461
（株）

【派13-060060】
【13-ユ-060049】 0120-71-6030

福島営業所(株)
【派07-300153】
【07-ユ-300068】

厚生労働大臣許可 有料職業紹介事業 07-ユ-300181

0120-727-454 0120-709-707【派13-080693】
【13-ユ-300011】 0120-463-700

日本マニュファクチャリングサービス（株）
【派13-307537】
【13-ユ-308392】 ☎024-533-9030

エアコレクト
株式
会社

【派07-300080】
【07-ユ-300095】

株式会社 コレクトプレイス 
☎024-907-3960【07-ユー300178】

すべて職業紹介のお仕事です

東京都港区 ★寮完備のお仕事
★未経験からでも始められる!
★社内研修後、現場に配属
★複数名案件10名募集
時間／8：30～17：30
休日／土・日・祝

時給1,250円

CADオペレーター、工務事務補助

【派07-010013】
【07-ユ-010012】☎024-591-5518


