
派 正福島市、伊達市、伊達郡、二本松市、宮城県角田市・白石市

0120-71-6030福島営業所(株)

10：00〜15：00
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/

4/12木
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
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【派07-010013】
【07-ユ-010012】☎024-591-5518

【派07-300153】【07-ユ-300068】

【派07-300211】

株式会社

0120-450-345

AT アクト株式会社　宮城第二支店
0120-030-715

冷やし麺の具材トッピング
▶瀬上町
★繁忙期は9月まで♪
★夜勤でガッチリ!
★家事の合間に主婦(夫)活躍中♫
時間／20：00～翌5：00
休日／週休2日(希望休制度有)

時給900円〜1,125円

組立・梱包スタッフ
▶宮城県白石市
★高時給/長期のお仕事です
★福島県北から意外に近い
★電車通勤可能
★交通費別途支給
時間／8：30～17：15
休日／土日(会社カレンダー)

時給1,150円〜1,438円＋交通費

カー用品の検査・梱包
▶福島市近郊
★フルタイム・パートタイム
　が選べます
時間／8：20～17：15又は
　　　8：50～16：15
休日／土日(会社カレンダー)

時給850円〜＋交通費

製造スタッフ(食品関係)
▶福島市
★夜勤専属は時給UP中
★日勤又は夜勤が選べます
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円又は1,050円＋交通費

自動車関連部品の製造
▶福島市内
★研修制度があります
★年2回の慰労金制度があります
★最寄駅から徒歩5分電車通勤便利
時間／【交替制】8：00～17：00、
　　　　　　  20：00～翌5：00
休日／土日又は2交替及び3交替

時給1,300円〜(月収25万円以上可)

荷物の仕分け・伝票整理

時給1,000円

衛生チェック係
▶瀬上町
★人気の日勤 ★残業無し♪
★工場勤務社員の衛生と体調を
   確認します♫
時間／8：00～17：00
休日／週休2日(希望休制度あり)

時給850円

【派04-300120】
【04-ユ-300092】

▶土船
★扶養範囲内♪ ★5～9月限定♫
★週5日/1日3時間(週20時間以内)
時間／14：45～18：00
休日／土日祝ほか
         (会社カレンダー)

マシンオペレータほか【製造正社員】

月給制19.2万円＋
残業・休出・深夜・交通費

▶福島市東部近郊・宮城県角田市など
★当社の正社員です♪
★取引先工場にてお仕事をして
   いただきます♫
★定年制有り
時間／2または3交替
休日／土日ほか(就業先カレンダー)

結婚式・宴会接客・フロントサービス
▶サンパレス福島内
★福利厚生完備♪★未経験でもOK!
★土日のみでもOK!
★お料理のサービス・片付け・スタンバイ・受付
時間／①9：00～15：00、
         ②15：00～21：00
休日／シフト制

時給900円〜1,000円＋交通費

事　務
▶福島市中央部、福島市西部、伊達市
★女性活躍中
★データ入力、伝票整理、電話来客対応等
時間／8：45～17：15、他
　　　※パート9：00～16：00もあり
休日／土・日・祝、他

時給1,025円～＋交通費
パート時給855円＋交通費

英文事務
▶二本松市
★英語のスキルが活かせます!
★mail対応・通訳業務・他一般事務等
時間／8：00～16：50
休日／土・日、他

時給1,400円～＋交通費

一般事務
▶福島市内
★出退勤管理や電話対応等を
　行っていただきます
★PCの基本操作ができれば
　大丈夫です
時間／8：30～16：30
休日／土日祝

時給1,000円＋交通費

製品の検査・梱包
▶福島市西部
★完成品を目視での検査で良品と
   不良品に選別していただく
   お仕事です
★長期安定!
★基本座り作業です
時間／9：00～17：00
休日／土日祝

時給900円＋交通費

かんたんな軽作業
▶福島市西部
★再生砕石の生産工場で砕石に
   混ざった木くず等の不要な物を
　取り除いていただくお仕事です
★誰にでもできる作業です
時間／8：00～17：00
休日／日、他

時給950円〜＋交通費

鋼材の加工・製造補助
▶福島市内
★自動車用鋳造品の製造を中心
　とした加工及び製造補助業務を
　お願いします
★入社祝金有 ★がっちり稼げます!
時間／【2交替】8：00～17：00、
                  20：00～5：00
休日／土日

時給1,400円＋交通費

部品のピッキング作業又は組立検査
▶福島市庄野(西工業団地)
★工場内での部品のピッキング
　作業又はプリンタの組立作業
★男女活躍中
時間／8：30～17：15(休憩60分)
休日／土・日曜日、
　　　祝日(会社カレンダー)

時給870円(別途交通費)

製品の検査
▶福島市鳥谷野(ゼビオ近く)
★自動車部品等の目視検査
★パートタイムOK!
★勤務時間はお気軽にご相談下さい
時間／8：10～17：10(休憩60分)　
　　　※フルタイムの場合
休日／土・日曜日(会社カレンダー)

時給900円(別途交通費)

製品のかんたんな組立や検査梱包
▶伊達市保原町上保原(高子沼近く)
★アルミフレームの組立・加工
★部材、製品等の入出庫の
　確認作業や梱包作業
時間／8：30～17：30(休憩60分)
休日／土・日曜日、祝日(会社カレンダー)

時給950円(別途交通費)

自動車部品の組立・検査・梱包
▶福島市西部
★製品の簡単な組立や検査の
　お仕事
時間／8：30～17：30(休憩60分)
休日／土・日曜日、
　　　祝日(会社カレンダー)
◎未経験者や外国人大歓迎

時給900円(別途交通費)

医療品製造
▶福島市西部
★初めての方でも教えてもらえます
★ラインへの部品供給等
時間／①5：45～14：00、
　　　②13：45～22：00(交替)
休日／土・日、他
　　　会社カレンダーによる

時給1,160円～1,300円＋交通費

医療器具検査等
▶福島市西部
★女性に人気の時間帯です
★初めての方でも丁寧に指導します
★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

ケータリングサービス(葬祭場)
▶福島市内たまのや葬儀会館
★福利厚生完備♪★未経験でもOK!
★葬儀後のご会食のサービス
★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

儀典サービス(葬儀場)
▶福島市内たまのや葬儀会館
★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

①生そば・お食事処 松月庵
②極楽湯(宗次郎)

松月堂(福島駅西口ピボット内)
★接客(ご案内やお料理の提供)
★簡単な調理補助・洗い物
※①についてはレジ〆業務有り
時間／①16：00～21：30(週2～4回)
　　　②水金12：00～17：00、
　　　　土日10：00～15：00
休日／シフト制

時給850円＋交通費

0120-022-022 0120-145-192【派13-011061】
【13-ユ-010724】

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
プロの転職エージェント達が採用へと導きます

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20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 サービス 営業

適職診断で
転職応援!

【派07-300237】
【07-ユ-300151】

株式会社WFCビジネスサポート
☎024-573-6881

■一般労働者派遣事業厚生労働大臣許可番号(般)　07-010028　■職業紹介許可番号(07-2-010018)

（株）パワースタッフジャパン 福島支社
0120-30-4123

【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

▶福島市
★男女活躍中！
勤務／シフトによる
　　　(要応相談)
休日／シフトによる
　　　(要応相談)

【Service】スイーツ販売
時給1,000円

▶福島市
★女性活躍中
★キレイなオフィスです
★大手企業内でのお仕事
時間／8：30～17：30
休日／土・日・祝(会社カレンダー)

【Office】一般事務

時給1,000円

▶福島市
★受付業務、接客対応、データ入力、電話対応
★長期勤務可能
★自動車販売店での受付＆事務
　のお仕事です
時間／シフト勤務
休日／月曜＋平日1日

受　付

時給1,000円

▶本宮市
★作図業務、指示書作成
★長期勤務可能
★大手機械メーカーでの
　作図業務などのお仕事です
時間／9：00～17：30
休日／土・日・祝

CAD業務

時給980円〜1,000円

▶福島市
★申込書受付、登録処理業務
★長期勤務可能
★人と接する事が好きな方歓迎♪
時間／シフト勤務
休日／平日の週休2日制

携帯販売

時給980円

▶福島市
★入出庫のデータ入力、電話対応
★長期就業可能
★リサイクルサービス会社での
　データ入力等
時間／8：30～17：30
休日／土・日・祝

一般事務

時給1,000円

▶福島市
★明るい職場!
勤務／10：30～19：00
休日／土・日・祝
　　　(会社カレンダー)

【Office】アシスタント業務


