
派 正福島市、伊達市、伊達郡、二本松市、白石市

0120-71-6030福島営業所(株)

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

【派07-300153】【07-ユ-300068】

材料の在庫確認
▶福島市北部
★ハンディ端末でバーコードを
　スキャンするお仕事です
★残業ほぼ無し♪
時間／12：00～21：00
休日／週休2日(希望休制度有り)

時給850円

タブレット端末組立検査
▶白石市(宮城県南部)
★国見町役場より車で20分♪
★社食激ウマ大手企業内での
　お仕事です♪
時間／8：30～17：15
休日／土日祝ほか
　　　(会社カレンダー)

時給1,150円〜

一般事務
▶福島市各所
★複数名募集!
★データ入力、伝票処理、
　電話・来客対応等
時間／8：30～17：50、他
休日／土・日・祝

時給1,000円〜1,025円＋交通費

菓子製造
▶伊達郡国見町
★女性活躍中、複数名募集!
★初めての方でも教えてもらえます
★製品取出し/梱包等
時間／8：00～17：00
　　　(5.5Hパート勤務も応相談)
休日／日・祝(土はカレンダーによる)

時給800円〜＋交通費

製造事務
▶伊達市、伊達郡
★複数名募集!
★明るくきれいな職場です!
★データ入力、資料作成等
時間／8：20～17：05、他
休日／土・日、他

時給1,025円〜1,100円＋交通費

加工機械の補助スタッフ
▶福島市西部　★入寮もOK!
★残業・休出はほとんど無い
　ため自分の時間を大切に
　したい方にはオススメです♪
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1,050円

ゴムシートの加工補助スタッフ
▶福島市中央部
★ゴム部品を機会にセットして
　加工するだけのお仕事です!
★男女ともに活躍中!
時間／5：50～14：50、
　　　14：30～23：30(交替制)
休日／土日休み

時給1,000円

レジ機器の製造・梱包スタッフ
▶宮城県白石市
★福島県北エリアのスタッフも
　多数活躍中です!
★駅から近い工場なので
　電車通勤もOK!
時間／8：30～17：15(日勤)
休日／土日休み

時給1,100円

スポンジのカット加工スタッフ
▶福島市北部
★軽作業希望の方にオススメ!
★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

医療器具検査等
▶福島市西部
★複数名募集!
★女性に人気の時間帯
★検査/ラベル貼り/梱包作業等
時間／9：00～17：00
休日／土・日・祝、他

時給880円〜910円＋交通費

マシンオペレータ
▶福島市近郊・
　宮城県丸森町（梁川駅より車で30分）
★軽量部材取り扱いで軽作業♪
　きれいな職場です♪
時間／2交替または3交替
休日／土日ほか
　　　(会社カレンダー)

時給1,300円

衛生チェック係
▶福島市北部
★人気の日勤　★残業無し♪
★社員の衛生と体調の確認
　をします
時間／8：00～17：00
休日／週休2日(希望休制度有り)

時給850円

製造スタッフ(弱電関係)
▶福島市及び近郊
★組立・検査・梱包・部品管理等
★未経験者でも可能です
★即工場見学OK!
時間／6時間～8時間、
         日勤もしくは2交替・3交替
休日／基本土・日・祝

時給850円〜1,050円

物流関係スタッフ
▶福島市及び近郊
★パレット作業・ピッキング・
　配送助手等
時間／8：00～17：00または
　　　9：00～18：00、その他
休日／土・日・祝または
　　　平日曜日固定休

時給900円〜

サービススタッフ
▶福島市及び近郊
★配膳・片付け・洗い場・
　食材カット・商品補充など
★4時間～可能　★週2日～OK
時間／9：00～(4時間以上)
休日／シフト制
　　　(土日休みも応相談)

時給850円〜1,000円

製造スタッフ(食品関係)
▶福島市
★きれいな職場
★即工場見学OK!
時間／8：00～17：00または
　　　19：00～4：00　
　　　日勤専属・夜勤専属
休日／基本土・日・祝

時給920円または1,050円

事　務
▶福島市
★積算業務、納期調整、電話応対
★車通勤OK　★駐車場無料!
★土日祝休み＆残業少し多め♪
時間／8：50～17：30
休日／土・日・祝

時給1,000円

事　務
▶福島市
★データ入力、請求書処理、
　電話応対
★PCは入力程度でOK
★建設会社での事務のお仕事です!!
時間／8：30～17：30
休日／土・日・祝

時給1,000円

事　務
▶福島市
★伝票処理、書類の整理、書類作成
★長期就業可能
★機械メーカーでの事務のお仕事
時間／8：30～17：30
休日／土・日・祝

時給1,000円

事　務
▶福島市
★専用システム入力、電話対応
★車通勤OK
★長期就業出来る方歓迎♪
時間／9：00～17：00
休日／土・日・祝

時給1,000円

AT アクト株式会社　宮城第二支店
0120-030-715【派04-300120】

【04-ユ-300092】 0120-022-022【派13-011061】
【13-ユ-010724】 ☎024-533-9030

エアコレクト
株式
会社

【派07-300080】
【07-ユ-300095】

雇用保険受給者の方には参加証明書を発行できます無料駐車券
配布しますお仕事 説明会合同 服装自由

履歴書不要

入退場自由

予約不要 当日は掲載しきれない
○求人情報もGETできます秘第19回

地元密着
型 派遣～正社員

まで

ご紹介できま
す

製造 物流

事務 医療
医療 IT

プロの転職エージェント達が採用へと導きます

サービス 営業

検索お仕事合同説明会　福島

http://jobcollect.jp/

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

福島フォーラム

ENEOS

曽
根
田
駅

福
島
駅

東
北
新
幹
線

東
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線ダイユーエイトMAX4F

43/7水
10：00〜15：00
ダイユーエイトMAX
アオウゼ4F 小活動室1・2

0120-477-461
（株）

【派13-060060】
【13-ユ-060049】

【派07-300237】
【07-ユ-300151】

株式会社WFCビジネスサポート
☎024-573-6881

ケータリングサービス(葬祭場)
▶福島市　★福利厚生完備♪
★未経験でもOK!
★葬儀後のご会食のサービスです
★運転免許証必須
時間／①10：00～15：00、
　　　②16：00～21：00
休日／シフト制

時給900円〜1,000円＋交通費

結婚式・宴会接客・フロントサービス
▶福島市　★福利厚生完備♪
★未経験でもOK!
★お料理のサービス・片付け・スタンバイ
★土日のみでもOK!
時間／①9：00～15：00、
　　　②13：00～19：00
休日／シフト制

時給900円〜1,000円＋交通費

儀典サービス(葬祭場)
▶福島市　★福利厚生完備♪
★未経験でもOK!
★葬儀接客(進行・ご誘導)
★運転免許証必須
時間／①9：00～16：00、
　　　②15：00～21：00
休日／シフト制

時給900円〜1,000円＋交通費

正社員同時募集
▶福島市内葬祭会館 ★福利厚生完備♪
★お仕事内容は各案件の
　内容です
時間／9：00〜22：00の間で
　　　（実働8時間）

月収200,000円以上可
※交通費込み

（24日出勤・月残業30Hの場合）

【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)

【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950円

【Home heｌper】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〜1,400円 
資格取得による時給1,000円

【Factory】オペレーター
福島市内
★キレイな職場!
時間／5：45～14：00、
　　　10：30～18：45 
　　　交替勤務(1週間交替)
休日／5勤2休

時給1,100円


