福島市、伊達市、二本松市

予約不要

製造 物流 事務 営業 医療 介護 技術 サービス

転職採用直結型イベント!来場者限定おススメ求人情報アリ！ 入退場自由
事務機器の組立・梱包
福島市西部
★男女活躍中
★未経験者歓迎
★即日〜長期勤務
時間／8：30〜17：15
休日／土日祝(会社カレンダー)
時給900円(別途通勤手当)

プリント基板に部品を挿入
福島市北中央
★朝遅め、
帰り早めのお仕事
★扶養範囲内OK
時間／9：00〜16：00
(実働5時間10分)
休日／土日(会社カレンダー)
時給850円(別途通勤手当)

調理補助/配膳のお仕事

組立/検査/塗装/梱包のお仕事

福島市内/西部・中心部
★勤務時間応相談
★幅広い年齢層の方が活躍中
時間／9：00〜18：00(実働4〜8時間)
休日／シフト制

福島市笹木野
★電ドラ経験者優遇
時間／8：30〜17：30
休日／土日祝(会社カレンダー)

時給850円〜900円
(別途通勤手当)

病院内の受付事務

時給1,400円〜＋交通費

時給950円〜＋交通費

時給850円(別途通勤手当)

時給830円〜＋交通費

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

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／8：45〜17：15
休日／土・日・祝

時給900円＋交通費

かんたんな機械オペ、包装・梱包業務
福島市中心部
★長期 ★残業なし
★機械に製品をセットし、
できあがった製品を検品、
包装、
梱包するお仕事です
時間／8：30〜17：10
休日／日・祝・月1回土

時給950円＋交通費

かんたんな包装作業
飯坂近郊
★急募
★できあがった製品を検品し、
箱にいれ梱包し、
パレットに
積んでいくお仕事です
時間／8：30〜17：30
休日／土・日・祝

時給1,000円＋交通費

経理事務
福島駅周辺
★車通勤OK!
★会計ソフトの入力や書類整理、
また電話対応などを行っていただきます
★経験者大歓迎です
時間／10：00〜17：00の間で4〜5時間程度
☆勤務時間は相談可能
休日／土・日・祝、
他

時給980円＋交通費

■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

こちらを
→ お仕事合同説明会 福島
チェック

福島市南部
★総合病院の事務員さん
★健康診断やホールボディー
カウンターの受付を行っていただきます
※医療機関での勤務経験者
時間／8：30〜17：30
休日／日、祝、他(会社カレンダーによる)

電子基板の簡単作業

web予約で
来場者へ
プレゼント

4

ENEOS

ダイユーエイトMAX4F

ダイユーエイトMAX 4Fアオウゼ 小活動室

自動車部品の製造

人材派遣 派07-010033

(株)

10：00〜15：00

福島市西部
★稼ぎたい方必見!!
★市内屈指の高時給ワーク
★必要資格取得サポート有
時間／①8：00〜17：00、20：00〜翌5：00
②8：00〜17：45、20：00〜翌5：45
休日／4勤2休(会社カレンダー)

福島市西部
★朝はゆっくり9時からの就業です
★扶養範囲内の勤務OK
★主婦の方が活躍中
時間／9：00〜16：00、
9：00〜17：00
休日／土・日・祝(会社カレンダー)

木

福島駅

未経験者
歓迎求人多数！

服装自由

福島フォーラム

東北本線

お仕事合同説明会

11/ 8

日
時

曽根田駅

着

地元密

履歴書不要

東北新幹線

回
第27 型

派

テスト設計、WEBシステム開発
福島市南部
★技術者募集
★高時給!!
★システムテストの経験者
★プログラミングの経験者
時間／8：30〜17：30
休日／土・日・祝(会社カレンダー)

時給1,500円〜2,000円＋交通費

検索

無料駐車券配布します

主催：
（株）コレクトプレイス ☎024-907-3960

事務補助
福島市西部
★清潔感のある職場
★医療業界でのお仕事です
★PC入力/電話応対等
時間／8：30〜17：30
休日／日・祝、
他(月9日)
時給1,000円〜＋交通費

一般事務
二本松市北部
★長期で勤務可能です
★書類作成/ファイリング/電話応対等
★PC操作可能な方
時間／8：15〜17：20
休日／日・月、
他
時給1,025円〜＋交通費

一般事務

製品出荷準備

伊達市保原町
★20〜30代女性活躍中
★伝票を用いて専用フォーマット
(会計システム)への入力、
電話、
来客対応等
時間／8：30〜17：30
休日／土・日・祝、
他

福島市西部
★初めての方でも丁寧に指導します
★品揃え/梱包等
同時募集：医療器具検査等
時間／9：00〜17：00
(5.5Hパート勤務も同時募集)
休日／土・日・祝、
他

時給960円〜＋交通費

時給910円＋交通費(2.3ヶ月試用時給あり)

職業紹介 07-ユ-010017 業務請負

0120-55-0936
新規立ち上げ

小型部品の加工・検査

福島市・伊達市
★小型製品の組立・検査
★未経験者OK! ★週末休日!
★人気の日勤! ★男女活躍中!
時間／8：30〜17：30
休日／土・日・祝(会社カレンダー)

時給900円〜1,000円＋交通費

通信部品の組立・検査
福島市
★男女活躍中! ★未経験者OK!
★日勤・交替選べます
時間／日勤 8：30〜17：15
交替 8：30〜17：15、
17：30〜2：15
休日／土・日・祝(会社カレンダー)

時給1,000円＋交通費

伊達市
★未経験者OK!
★高収入!★日勤・交替選べます
時間／日勤 8：20〜17：50
交替 7：05〜16：35、
18：50〜4：20
休日／会社カレンダー

★入社祝金支給! 時給1,250円

軽量フレーム組立
伊達市
★男女活躍中! ★未経験者OK!
★週末休日! ★人気の日勤!
時間／8：20〜17：25
休日／土・日・祝(会社カレンダー)
時給900〜950円＋交通費

プライム
☎024-573-2411

☎024-591-5518
かんたん組立・検査
福島市・二本松市
★空調完備
★きれいな職場です
時間／8：30〜17：15、20：00〜4：45
(日勤、夜勤、2交替選べます)
休日／土・日・祝
(企業カレンダーに準ずる)

【派07-010013】
【07-ユ-010012】

出荷業務
二本松市
★商品の箱詰め、ピッキング、
ラベルの貼り付け等、
未経験でも可能です
時間／8：10〜16：50(日勤専門)
休日／土・日・祝(企業カレンダーに準ずる)

時給1,000円

時給1,000円

プラスチック部品のカンタン目視検査

かんたん検査

二本松市渋川
★空調完備で暖かい職場です
★ママにやさしい朝ゆっくり出勤
時間／9：00〜17：30(日勤専門)
休日／土・日・祝
(企業カレンダーに準ずる）

福島市
★空調完備 ★きれいな職場です
時間／8：00〜17：00、
15：15〜0：15、0：00〜9：00
(日勤、夜勤、交替選べます)
休日／土・日(企業カレンダーに準ずる)

時給950円

時給950円

(有)

【派07-300412】
【07-ユ-300196】

0800-222-0639

【派07-300191】
【07-ユ-300125】

