
福島市、伊達市、伊達郡、二本松市、宮城県白石市 派正請

6月7日（木）日
時
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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

無料駐車券配布します

13：30
　〜19：00

仕事終わりに
ご来場下さい!!

web予約で
来場者へプレゼント

★雇用保険受給者の方には参加証明書を発行できます
★履歴書をお持ちいただくと応募選考までスムーズです

お仕事 説明会合同
求人情報だけではわからないことや
働き方などお気軽にご相談下さい。
求人情報だけではわからないことや
働き方などお気軽にご相談下さい。

第22回
地元密着

型

　適職診断で
　転職応援!

0120-71-6030
福島営業所

(株)
【派07-300153】【07-ユ-300068】

電池パックの検査　
▶宮城県白石市

★高時給
★長期
★電車通勤可能
★伊達町から約30分通勤圏内
時間／8：30～17：30
休日／土日祝(会社カレンダー)

時給1,100円＋交通費

生産管理/品質管理
▶二本松市

★人気の日勤
★長期安定
時間／8：10～16：50
休日／土日祝(会社カレンダー)

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2分)
★未経験者でも大丈夫
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

果実の選別/箱詰め/販売/事務
▶福島市/伊達市/伊達郡

★2ヶ月～6ヶ月の短期
★年齢不問
★週2日からでもOK
時間／8：30～18：00(休憩90分)
休日／自己申告制(週2日)

時給800円〜850円

小型電子部品の加工・検査
▶伊達市

★男女活躍中
★未経験者歓迎
★長期安定
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

小型部品の検査
▶伊達市

★女性活躍中
★未経験者歓迎
★人気の日勤
★働きやすい時間帯です
時間／【日勤】9：00〜17：05
休日／土・日(会社カレンダー)

時給1,000円

梱包資材の入出荷
▶福島市

★男性活躍中
★未経験者歓迎
★人気の日勤・昇給有
時間／【日勤】8：20～17：15
休日／土・日・祝(会社カレンダー)

時給1,000円

印刷物の仕上げ・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

麺に具材を載せる作業
▶福島市東部

★50代60代前半の方活躍中！
★カンタン軽作業 
★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）

デザートの製造、梱包作業
▶福島市東部

★20～50代の男女活躍中! 
【時間】①8：00〜17：00
　　　②20：00〜5：00
　　　※①か②の固定もしくは
　　　　交替制

【休日】土、日、祝（会社カレンダー）

部品を検査して
フォークリフトで運ぶ作業
▶福島市西部
★人気の日勤! ★未経験でもOK!
★残業少なめ!

【時間】8：00～17：00
【休日】土、日

時給1,000円〜1,400円

時給900円〜1,000円

事務及び検査
▶福島市西部

★男女活躍中
★製品の出荷判定業務、書類作成、
   判定記録のファイリング等
時間／8：45～16：15
休日／土・日・祝、他

時給1,025円〜＋交通費

一般事務/経理事務
▶福島市西部

★総務業務や工場庶務まで
　幅広い業務を行います
★直接雇用可能性あり
時間／8：30～17：30
休日／土・日・祝、他

時給1,025円＋交通費

台車を使っての部品の供給・回収作業
▶福島市南部

★未経験者歓迎 ★請負事業所
時間／①8：30～17：15、
         ②20：00～4：45
　　　◎①日勤専or①②の2交替 
            ※選択可
休日／土日祝(会社暦)

時給1,000円

ラベル作成・コネクター作成など
▶福島市南部

★未経験者歓迎 ★パート募集
★扶養内OK ★請負事業所
時間／8：30～13：55
         or13：05～17：15など
休日／シフト制

時給850円

工具を使っての部品の仕上げ作業
▶福島市西部

★未経験者歓迎 ★残業多く稼げます!
★グラインダーを使用してのバリ取りなど
時間／【2交替】8：00～17：00、
                  20：00～5：00
休日／土日(会社暦)

機械へのセット作業＆ボタン操作
▶伊達市
★未経験者歓迎 ★入寮可（応相談）
★増産につき大募集!
時間／【2交替】7：05～16：50、
                  18：50～4：35
休日／4勤2休(会社暦)

時給1,300円

製品出荷準備
▶福島市西部

★女性活躍中!
★歩く事が好きな方歓迎、
　初めての方でも丁寧に指導します
★品揃え/梱包作業等
時間／9：00～17：00
休日／土・日・祝、他

時給910円〜＋交通費

製品の組立・検査
▶伊達市

★駅チカ!
★未経験OK!
時間／8：30～17：15
休日／土(日)、企業カレンダー有

月収191,000円以上可
20日出勤/月、残業30H/月の場合

時給1,000円

データ入力、電話対応
▶福島市

★駅チカ!
★更新時時給UPあり!
時間／8：45～17：45
休日／土日、企業カレンダー有

月収166,000円以上可
20日出勤/月、残業20H/月の場合

時給900円

製品の梱包
▶福島市

★扶養内のお仕事!
★時間選べます!
時間／13：00～18：00、14：00～18：00
休日／(土)日祝、企業カレンダー有

月収85,000円以上可
20日出勤/月、残業10H/月の場合

時給800円

フォークリフトでの
製品の入出荷作業
▶福島市

★残業少なめ! ★弁当250円で注文OK!
時間／8：20～17：15
休日／(土)日祝、企業カレンダー有

月収175,000円以上可
20日出勤/月、残業10H/月の場合

時給1,030円

事務/データ入力
▶伊達市、福島市南部・西部

★男女活躍中
★3～4名募集
★データ入力・伝票整理等
時間／8：30～17：00、他
　　　※パートタイムも同時募集
休日／週休2日

時給1,025円〜＋交通費

電話業務
▶福島市

★注文受付、問い合わせ対応
★長期就業出来ます
★研修しっかり有ります。
　業界未経験でも大丈夫!!
時間／8：45～17：15
休日／シフト制

時給1,000円

一般事務
▶福島市

★データ入力、伝票の検算
★駅近、通勤に便利
★女性活躍中!!
時間／8：30～17：30
休日／土・日・祝

時給1,000円

販　売
▶伊達市

★接客対応、商品説明・陳列
★長期就業出来ます
★人と接する事が好きな方大歓迎!!
時間／10：00～18：00
休日／シフト制

時給1,000円〜1,050円

時給1,100円

一般事務
▶福島市

★データ入力、メール・電話対応
★期間限定業務
★時間を有効活用しませんか!!
時間／9：00～16：00
休日／土・日・祝

時給1,000円

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

一般事務
▶福島市西部
★システムへの入力、
　書類ファイリング等の
　一般事務作業をお願いします
時間／8：45～17：15
休日／土日祝

時給1,000円〜＋交通費

CAD入力
▶伊達市東部
★図面のチェック・修正でCADを
　用いて拡大や縮小等の業務を
　お願いします 
　※CAD経験者歓迎
時間／8：30～17：30
休日／土日祝

時給1,200円〜＋交通費

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
　(点検・修全・除草等)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1,000円＋交通費

老人ホームでの介護職
▶福島市西部

★資格あれば尚可、
　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

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

【特07-300910】

☎024-573-2411
有限会社 プライム

【派07-010013】

【07-ユ-010012】☎024-591-5518 0120-022-022【派13-011061】
【13-ユ-010724】

■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

0120-463-700
日本マニュファクチャリングサービス（株）

【派13-307537】
【13-ユ-308392】

収入例30万円以上可

時給1,400円

収入例33万円以上可

0120-709-707
【派13-080693】【13-ユ-300011】

エアコレクト
株式
会社 0120-145-192

【派07-300080】【07-ユ-300095】

【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1,000円

【Office】オフィスワーク
▶福島市 
★キレイな職場
★大手企業内でのお仕事
時間／8：45～17：15
休日／土・日・祝
　　　(会社カレンダー有)

時給1,000円

【Office】サポート業務
▶福島市
★キレイな職場
★女性活躍中
★大手企業内でのお仕事
時間／8：45～16：15
休日／土・日・祝
　　　(会社カレンダー有)

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


