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→ 検索お仕事合同説明会　福島

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

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

0120-71-6030福島営業所(株) 【派07-300153】
【07-ユ-300068】

0120-145-192

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

エアコレクト
株式
会社

【派07-300080】
【07-ユ-300095】

【派07-300237】
【07-ユ-300151】株式会社WFCビジネスサポート☎024-573-6881

【派07-300211】

株式会社

0120-450-345

■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

0120-477-461【派13-060060】
【13-ユ-060049】

【特07-300910】☎024-573-2411有限会社 プライム

一般労働者派遣事業（派04ｰ01ｰ0080）東洋ワーク株式会社 
福島営業所 0120ｰ974 7ー24

★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
当日は掲載しきれない
○求人情報もGETできます秘
当日は掲載しきれない
○求人情報もGETできます秘

派遣～正社員までご紹介できます★適職診断で転職応援!

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

総務・経理事務
▶福島市中央部　★女性活躍中
★伝票入力・納品/請求書管理・給与計算等
時間／8：30～17：30、他
休日／土・日、他 時給1,000円〜1,100円＋交通費

品質管理作業
▶福島市西部　★初めての方でも丁寧に教えてもらえます
★製品出荷検査、データ入力
時間／8：30～16：45
休日／土・日・祝、他 時給1,000円〜1,025円＋交通費

商品包装
▶福島市北部　★ギフト包装経験ある方
★土日祝を含む週2日～週5日の勤務
時間／9：00～17：00
休日／シフト制 時給1,025円〜1,100円＋交通費

医療器具検査等
▶福島市西部　★20～40代女性活躍中
★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または9：00～15：30(パート)
休日／土・日・祝、他 時給880円〜910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

ゴルフ場スタッフ
▶大玉村　★①レストランホールにて提供又はバッシングのお仕事です
★②専用カートに乗ってプレー中のお客様に飲み物やアイスの販売
時間／①7：00～15：00又は11：00～20：00、②8：00～15：00
休日／シフト制 ①時給900円＋交通費　②時給950円＋交通費

SDカードの検査
▶伊達郡国見町　★電車通勤便利(JR藤田駅から徒歩3分)
★未経験者歓迎!
時間／8：15～20：15と20：15～8：15の交替制
休日／シフト制 時給1,000円～＋交通費

カー用品のピッキング/箱詰め/出荷準備等
▶福島市西部
★未経験者でもすぐ出来ます
時間／8：20～17：15
休日／土日(会社カレンダー) 時給850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

かんたんな軽作業
▶福島市西部　★誰にでもできる作業です
★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
時間／8：00～17：00　休日／日、他 時給1,100円

部品の取付・検査
▶福島市内　★とてもアットホームな職場です
★精密機器の部品の取付業務や、顕微鏡での検査業務になります
時間／9：00～17：00
休日／土日祝 時給850円〜900円

携帯基地局の保全業務
▶福島市西部
★2人1組で福島県内全域の携帯基地局の保守・保全業務をお願いします
時間／8：30～17：30
休日／土日(会社カレンダー) 時給950円〜1,000円

電子部品の加工・検査
▶伊達市 ★男女活躍中 ★未経験者歓迎
時間／【交替】7：05～16：35、18：50～4：20
休日／会社カレンダー 時給1,200円

小物製品の仕上げ・検査
▶福島市 ★男女活躍中 ★未経験者歓迎 ★日勤・交替選べます
時間／【日勤】8：30～17：30
　　　【交替】8：30～17：30、20：30～5：30
休日／土・日・祝(会社カレンダー) 時給950円

ユニット組立・検査
▶福島市近郊又は二本松市 ★男女活躍中 ★未経験者歓迎
★日勤・昇給有
時間／【日勤】8：15～17：20
休日／日・月・祝(会社カレンダー) 時給900円

フレーム製品の組立・検査
▶福島市近郊　★男女活躍中 ★未経験者歓迎 
★日勤・昇給有
時間／【日勤】8：20～17：25
休日／土・日・祝(会社カレンダー) 時給900円

プラスチック製品のキズを見つけるお仕事
▶福島市南部
★研修期間があるので未経験者でも安心です
時間／15：15～24：15又は24：00～9：00を選べます
休日／土日(会社カレンダー) 時給950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

物流の入出庫業務　▶伊達市
★工場での部材の入出庫管理★製品の梱包作業★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)

自動車部品の製造 ▶二本松市
★機械の簡単な操作及び製品の目視検査
★社員寮有(家賃無料、初期費用無料)
時間／6：00～14：20、14：00～22：20、22：00～6：20※3交替制(実働7.58時間)
休日／土・日曜日(会社カレンダー)

時給1,250円(別途交通費)

製品の検査業務　▶福島市西部

★貸出用のプリンターの不具合検査(※修理はしません。検査のみのお仕事です)
時間／8：30～17：15(実働7.75時間)
休日／土・日曜日、祝日(会社カレンダー)

時給870円＋(別途交通費)

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）

10：00
　〜15：00

消耗品の梱包作業  ▶福島市西部
★プリンター用インクの梱包作業★ダンボール箱作成★男女活躍中
時間／8：30～17：15(実働7.75時間)
休日／土・日曜日、祝日(会社カレンダー)

時給870円＋(別途交通費)

老人ホームでの介護職
▶福島市西部★パートタイムOK!  ★未経験でもOK!
★資格があれば尚可、無しでもOK!
時間／9：00～18：00、17：00～10：00 ※勤務時間応相談
休日／シフト制 時給900円～1,100円

事　務
▶福島市　★データ入力、伝票処理、電話対応
★長期勤務可能　★就業時間短めプライベートも充実
時間／9：00～16：00
休日／土・日・祝 時給1,000円

一般事務
▶伊達市　★受付業務、データ入力、電話対応
★長期勤務可能　★大手物流会社での事務のお仕事です♪
時間／8：15～17：00
休日／土・日・祝 時給1,000円

営業事務
▶福島市　★注文受付・受注入力、電話取次ぎ
★医薬品卸会社での勤務　★人とお話しすることが好きな方にオススメ
時間／8：30～17：00
休日／土・日・祝 時給1,000円

携帯販売
▶福島市　★申込書受付、登録処理業務
★長期勤務可能　★人と接することが好きな方歓迎♪
時間／シフト勤務
休日／平日の週休2日制 時給980円〜時給1,000円

ゴム製品の加工機械のオペレーター
▶二本松市　★日払いOK!★入社特典最大40万円支給(規定有)!
★寮費無料(規定有)!★福利厚生が充実した職場です♪
時間／6：00～14：20、13：45～22：20、22：00～翌6：20(交替制)
休日／シフト制 時給1,100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

【Factory】カンタン検査
▶福島市　★女性活躍中 ★キレイな職場です
★大手企業内でのお仕事
時間／8：30～16：45
休日／土・日・祝(会社カレンダー) 時給900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950円

【Factory】オペレーター
▶福島市 ★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

加工機械の補助スタッフ
▶福島市西部　★入寮もOK!
★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

タマゴの加工スタッフ
▶伊達市保原町  ★長期でしっかりお仕事したい方大歓迎!
★カンタン作業なのに高時給♪
時間／8：30～17：00(日勤)
休日／シフト制 時給950円＋通勤交通費

トラック兼バス部品の加工スタッフ
▶福島市西部　★体力勝負のお仕事です
★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

デザートの製造、梱包作業
▶福島市東部  ★20代～50代の男女活躍中!
時間／8：00～17：00
休日／土・日・祝(会社カレンダー)

時給900円

麺に具材を載せる作業
▶福島市東部  ★カンタン軽作業!
★50代60代前半の方活躍中!★未経験者大歓迎!
時間／20：00～5：00
休日／シフト制 時給900円(22時～5時は1,125円)

部品の表面を削る作業
▶福島市西部　★男性活躍中!★寮費補助有!★長期で働けます!
時間／【2交替】8：00～17：00、20：00～5：00
休日／土、日

時給1,400円　月収350,000円以上可
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