
派紹正 契福島市、伊達市、二本松市、白石市、角田市、鹿沼市、宇都宮市

11月9日（木）
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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

10：00〜同会場

派遣・職業紹介
活用セミナー

10：00〜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

正社員
特集!! 
【職業紹介】

①住宅造りの総合窓口【正社員】 ◎職業紹介 福島市
★一生ものの夢をカタチにする仕事! ★独身寮あり
★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

②福利厚生のアドバイス業務【正社員】 ◎職業紹介 福島市※研修あり
★残業無し、土日祝完全休み ★女性に優しい職場です!
時間／9：00～17：00　休日／土日祝休み
月150,000円～＋諸手当・評価給

第15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

0120-28-9771

☎024-533-9030
エアコレクト

株式
会社

0120-709-707

時給850円

容器の検査・ラベル貼り
▶福島市
★未経験者OK!
★単純作業!!
時間／8：10～17：00
休日／(土)日祝、企業カレンダー有

月収146,000円以上可
20日出勤/月、残業10H/月の場合

時給1,000円

製品のバリ取り作業
▶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

月収185,000円以上可
20日出勤/月、残業20H/月の場合

時給930円

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

月収160,000円以上可
20日出勤/月、残業20H/月の場合

時給1,000円

商品の販売・接客
▶福島市
★駅チカ! ★公共機関での通勤OK!!
★勤務時間選べます♪
時間／9：30～18：30、11：30～20：30
休日／シフト制

時給1,320円

通信機器の組立・検査
▶福島市
★未経験者大歓迎!
★高時給で稼げるお仕事です♪
★日勤・夜勤・2交替で選べます!
時間／①8：30～17：15、②18：30～3：15、
　　　③8：30～17：15、18：30～3：15
　　　　(2交替)
休日／土・日・祝(企業カレンダー)

時給1,000円

店舗内接客及び雑務
▶福島市
★未経験者も大歓迎♪
★正社員になれる可能性もあります!
★工具などを取り扱う会社でのお仕事!
時間／8：30～17：30
休日／日・祝

時給1,000円

一般事務
▶福島市
★人気の放送業界でカンタン事務
　のお仕事
★残業少なめです♪
時間／9：30～17：30
休日／土日祝

時給1,150円

テレマーケティング
▶福島市
★12月開始!未経験者OK!
★コールセンターのお仕事
★研修期間がしっかり
　あるので安心♪
時間／8：45～17：15
休日／シフト制

時給1,000円

【長期】梱包済荷物仕分け＆伝票整理
▶西部工業団地
★火曜・木曜のみ勤務!
★ダンボールは女性も持てる
   重量です♪
時間／14：15～18：30(4H)
休日／月水金土日祝

時給1,260円〜

【長期】手のひらサイズ部品の梱包・セット
▶鹿沼市
★1K寮費、水道光熱費、ネット無料 
   ※規定有
時間／①8：30～17：15、
         ②20：30～5：15　※2交替
休日／土日ほか、または4勤2休

時給1,500円

【長期】機械セット、加工補助、梱包、検査など
▶宇都宮市
★未経験者OK!
★1K寮費、水道光熱費、
　自転車・布団レンタル無料♪ 
　※規定有
時間／①8：10～16：55、
　　　②20：10～4：55　※2交替
休日／4勤2休

時給1,300円

【長期】軽量部品のセット＆自動機加工
▶角田市
★1K寮対応可能!
★梁川駅より車で40分
時間／①7：00～15：40、
         ②15：10～23：50、
         ③23：10～7：30 ※2または3交替
休日／土日ほか(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1,000円～1,400円　資格取得による

【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

時給1,000円

一般事務
▶福島市
★資料作成、専用システム入力、
   電話対応
★長期就業可能
★年末年始の休みしっかり
　有ります♪
時間／9：00～18：00
休日／水＋日・祝

時給1,000円〜1,050円

軽作業・一般事務
▶伊達市
★梱包作業、専用システムへの
　データ入力、電話対応
★幅広い年齢の方が活躍中
★長期就業が可能です♪
時間／8：15～17：00
休日／土・日・祝

時給1,000円

一般事務
▶福島市
★受付の来客者対応、データ入力
★期間限定の仕事です
★朝ゆっくりの出勤
★残業殆ど無し♪
時間／11：00～20：00
休日／シフト制(週休2日)

時給1,000円

一般事務
▶福島市
★データ・書類の取り纏め、
   メール対応
★社員食堂完備
★小休憩有りで仕事の合間に
   リフレッシュ♪♪
時間／8：30～17：30
休日／土・日・祝

時給1,000円

一般事務
▶福島市
★安心の社団法人でのサポート
　事務のお仕事
★残業は基本的に発生しません♪
時間／8：30～17：10
休日／土日祝

時給1,020円

一般事務
▶福島市
★複数名募集!
★大手関連会社で事務のお仕事
★Excel操作がお好きな方に
　オススメ♪
時間／8：40～17：20
休日／土日祝

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(時給1,150円)
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

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1,300円＋通勤交通費

部品のセット、製品の取り出しスタッフ
▶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1,100円＋通勤交通費

携帯端末の組立、検査、梱包スタッフ
▶宮城県白石市
★日勤固定で高収入!
★ＪＲ白石蔵王駅から徒歩13分で
   電車通勤も可能な職場です。
　福島北部エリアのスタッフも活躍中!
時間／8：30〜17：15(日勤)
休日／土日休み

時給1,000円＋通勤交通費

スポンジのカット加工スタッフ
▶福島市東部
★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1,000円＋通勤交通費

ゴム部品の加工スタッフ
▶福島市北部
★ゴム部品を機械にセットして加工
   するだけのカンタン作業です!
★男女もとに幅広い年齢層の方が活躍中!
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

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
▶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1,130円

収入例20万円以上可

医療機器のカンタン検査・梱包作業
▶福島市
★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、13：45〜22：00（2交替）
休日／土日(会社カレンダーによる)

時給950円

一般事務と簡単な製造補助
▶二本松市
★未経験者大歓迎!
★デスクワーク以外の業務もあります!
★動きのあるお仕事が好きな方はぜひ♪
時間／8：10～16：50
休日／土・日・祝(企業カレンダー)

時給1,050円

受付事務
▶福島市
★かんたんな受付・伝票作成・
　書類確認などのお仕事です!
★1月中旬までの短期のお仕事♪
時間／9：00～18：00
休日／火曜・他1日

時給800円

りんごの箱詰め
▶福島市
★1ヶ月程度のお仕事です
時間／9：00～16：00(変動あり)
休日／自由

時給1,000円(研修あり)

セレモニーホールの配膳
▶福島市
★シニア世代OKです
時間／例)10：00～19：00
休日／自由

時給870円

プラスチック製品の検査
▶福島市
★残業ほぼ無し
★未経験者歓迎!
時間／8：00～17：00
　　　(交替制も可能)
休日／土日祝

時給920円

アイスクリームの製造
▶福島市
★11/8からのお仕事です、
　稼げます!
時間／8：00～17：00
休日／土日祝

月収160,000円以上可
20日出勤/月

0120-71-6030

福島営業所(株)

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

0120-463-700
日本マニュファクチャリングサービス（株）

0120-477-461
（株）

AT アクト
株式会社　宮城第二支店

0120-030-715

950円

【Factory】かんたん組立・検査
▶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)

日勤で!! 時給

時給1,000円

0120-022-022

【派13-080693】
【13-ユ-300011】

【派04-300120】
【04-ユ-300092】

【派07-300080】
【07-ユ-300095】

【07-ユ-300178】

【派13-011061】
【13-ユ-010724】

【派13-307537】
【13-ユ-308392】【派13-010563】

【13-ユ-010249】

【派13-060060】
【13-ユ-060049】

【派07-300153】
【07-ユ-300068】【派07-040024】


