福島市、伊達市、二本松市

一般事務

パソコンの出荷業務

軽量パーツの検査

新規立ち上げ

小型部品の加工・検査

福島市中央部
★初めての方でも丁寧に教えて
もらえます
★保健機関においての社内報、
機関紙の編集業務等を行います
時間／8：30〜17：15
休日／土・日・祝、他

二本松市北部
★長期で勤務可能です
★事務経験者歓迎、PC操作可能な方
時間／8：15〜17：20
休日／日・月、他

伊達市保原町

福島市松川町近郊
★車のスイッチ類の検査のお仕事です
★男女活躍中
★長期のお仕事です
時間／9：00〜17：30
休日／日祝＋月2回土曜日
(会社カレンダー)

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)

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

時給1,025円＋交通費

★未経験者優遇
★高時給
★台車を使うお仕事です
時間／8：30〜17：15
休日／土日祝日

時給1,000円〜1,100円＋交通費

時給900円＋交通費

時給950円＋交通費

時給900円〜1,000円＋交通費

★入社祝金支給! 時給1,250円

一般事務

製品出荷準備

大型機械の組立

受付のお仕事

通信部品の組立・検査

軽量フレーム組立

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
(パート勤務も同時募集)
休日／土・日・祝、他

二本松市

福島市中心部

★きれいな職場です
時間／8：15〜17：20
休日／日曜日と月曜日

★お客様に会場をご案内して
もらうだけのお仕事です
★福島駅から徒歩10分通勤便利
時間／9：00〜18：00
休日／シフト制

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)

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960円〜＋交通費

時給880円〜910円＋交通費

時給850円＋交通費

(株)

時給1,000円＋交通費

時給1,000円＋交通費

服装自由

介護
サービス 技術

予約不要

医療

【派07-300153】
【07-ユ-300068】

入退場自由

ダイユーエイトMAX4階 無料駐車券配布します
アオウゼ小活動室 web予約で来場者へプレゼント
こちらを
→ お仕事合同説明会
チェック

福島市

福島市東部

★直接雇用・直結型!!

★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)

★長期のお仕事★キレイな職場!
時間／8：45〜17：15
休日／土・日・祝
(会社カレンダー)

時給950円

時給900円

【Factory】オペレーター 【Home heｌper】ヘルパーさん
福島市

福島市内

★キレイな職場!
時間／5：45〜14：00、
13：45〜22：00
交替勤務(1週間交替)
休日／5勤2休

★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1,100円〜

時給950円＋交通費

時給1,100円

株式
会社

エアコレクト
0120-145-192

金型の製造補助

パソコンへのデータ入力

梱包資材の組立・梱包

データ入力、電話対応

経理事務

プラスチック成形品の製造

新規立ち上げ

食品加工(外人さんもいらっしゃい!)

福島市蓬莱
★未経験者歓迎!
★金型製造にかかる補助的作業を
お願いします
時間／8：00〜17：00
休日／土、日(会社カレンダー)

福島市蓬莱
★未経験者歓迎!
★PCへの簡単なデータ入力を
お願いします
時間／8：00〜17：00
休日／土、日(会社カレンダー)

福島市

福島市

福島市西部

★駅チカ!
★公共機関での通勤OK!
時間／8：45〜17：45
休日／土日(祝)、
企業カレンダー有

★通信機器の組立・検査
★男女活躍中 ★未経験者歓迎！
時間／8：30〜17：30
休日／土・日・祝(工場カレンダー)

★未経験者可
★男女活躍中★年齢不問
時間／8：00〜17：30(実働8時間)
休日／シフト制(会社カレンダー)

時給1,020円〜1,050円＋交通費支給

時給900円〜930円＋交通費支給

福島市南部
★ヘルメットにマークを印字する
機械オペや、あご紐をつける組立、
傷などないかの検査業務となります
時間／①8：15〜17：00、②19：10〜3：55、
③20：10〜4：55(全て専属です)
休日／土日祝(会社カレンダー)
①時給900円〜＋交通費
②③時給950円〜＋交通費

福島市東部

★親切、丁寧に指導してくれます!
時間／8：30〜17：30
休日／(土)日(祝)、
企業カレンダー有

福島駅周辺
★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／シフト制

時給900円〜1,000円
(別途交通費)

時給950円(別途交通費)

時給900円

時給950円

簡単電子機器組立

簡単な成形品検査

部品差し込み、テープ貼り

福島市太平寺
★簡単な電子機器組立の作業です
時間／8：30〜17：15
休日／土、日(会社カレンダー)

福島市蓬莱
★未経験者歓迎!
★小物プラスチック成形品の
目視検査
時間／8：00〜17：00、15：00〜0：00、
0：00〜9：00 3交替(時間帯相談可)
休日／土、日(会社カレンダー)

伊達市

二本松市

★土日祝休み!
★時間選べます!
時間／9：00〜15：00、
9：00〜16：00
休日／土日祝、企業カレンダー有

★入社祝い金制度有(当社規定)
★寮対応可能!
時間／ 8：00〜17：00、
20：00〜29：00
休日／土日、企業カレンダー有

時給900円〜930円＋交通費支給

時給840円

時給960円〜＋交通費支給

株式会社BUDDY SUPPORT
福島オフィス

☎024-597-8501

【派24-300527】
【24-ユ-300264】

製品のバリ取り、溶解作業

時給980円＋交通費

鋳物の成形業務

製品の検査・梱包

福島市内

時給1,400円〜1,600円

★自動車用鋳造品のグラインダー
による仕上げ等をお願いします
★入社祝金5万円支給
時間／8：00〜17：00
休日／土日

時給1,500円＋交通費

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

■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)

0120-709-707

【派13-080693】
【13-ユ-300011】

（株）パワースタッフジャパン 福島支社

0120-30-4123

自動車部品の製造(がっちり稼げます) 電化製品や通信機器の組立、検査
(大人気のお仕事です、日勤なのに高収入)

二本松市
★機械の簡単な操作及び製品の目視検査
★自分で選べるアパート有
(家賃無料、初期費用無料)★男女活躍中
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)
入社ボーナス支給なんと合計40万円!!

株式会社

検索

ENEOS

ダイユーエイトMAX4F

アミューズメントの組立・検査

かんたん部品組立・検査 プラスチック部品のかんたん検査

福島市西部
★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
★かんたんな作業なので未経験者も
大歓迎です！
★人気の日勤だけ（残業ほぼ無し）
★車の通勤もOK（駐車場無料）
時間／8：30〜17：30
休日／土・日・祝(会社カレンダー)

福島市・二本松市
★誰でもできるカンタン作業です
★即就業可能です
時間／8：30〜17：30(日勤専門)、
20：00〜4：45(夜勤専門)
日勤・交替・夜勤選べます
休日／土・日・祝日(企業カレンダーに準ずる)

時給1,400円＋交通費

時給830円＋交通費

時給950円〜1,000円

通信機器の組立・検査

小型モーターのマシンオペレーター

かんたんオペレーター

金型設計

福島市南部
★長期安定 ★しっかり稼げる
★日勤・交替勤務選べます
時間／①日 勤 8：30〜17：15
②2交替 8：30〜17：15、
17：30〜翌2：15
休日／土・日・祝(会社カレンダー)

福島市南部(松川方面)
★長期安定
★毎日通勤できればOK！
★レア求人
時間／8：15〜17：00
休日／土・日・祝
(会社カレンダー)

二本松市
福島市
★プラスチック部品加工のオペレーター!
★かんたんな作業で未経験者大歓迎!
★親切丁寧に教えて頂けます!
時間／8：15〜17：00、20：15〜5：00
交替または夜勤選べます
休日／土・日・祝日(企業カレンダーに準ずる)

福島市西部
福島市内
★CADを勉強したい方!学びたい方も大歓迎!
★実務経験がない方でも応募可能!
★直接雇用になります!
時間／8：00〜17：00(日勤専門)
休日／土・日・祝日
(企業カレンダーに準ずる)

時給1,050円

時給1,800円〜

時給950円〜1,000円＋交通費
人材派遣 派07-010033

時給880円＋交通費

0120-55-0936
有名ハウスメーカーでの一般事務 カンタンなデータ入力と検査作業
福島市
(PC入力、電話応対など)
福島市

★残業ほぼナシ!★服装自由!
★車通勤OK!
時間／9：00〜18：00
休日／火、水

時給1,100円＋交通費

デザートの製造補助作業

★未経験者歓迎!
★昇給有り!
★40代までの女性活躍中!
時間／8：00〜17：00
休日／土、日

時給850円以上＋交通費

食品のトッピング、梱包作業
伊達市

★未経験者可★男女活躍中
★年齢不問
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)

★未経験者歓迎!
★駅近く、車なしでもOK!
★20代〜40代までの男女活躍中!
時間／①8：00〜17：00、②20：00〜5：00
※①と②から選べます
休日／土、日、祝

★20代〜50代までの男女活躍中!
★残業少なめ!
時間／8：30〜18：00
休日／日、他

時給950円〜1,100円(別途交通費)

時給900円〜1,125円＋交通費

時給900円＋交通費

福島市南部

◎長期安定雇用!!
◎出張面接致します!!

福島市東部
二本松市

★空調完備で快適です
★ママにやさしい朝ゆっくり出勤!
★残業もほとんどありません!
時間／9：00〜17：30(日勤専門)
休日／土・日・祝日
(企業カレンダーに準ずる)

時給950円

職業紹介 07-ユ-010017 業務請負

福島市

0120-450-345【派07-300211】

4

自動車部品の製造

【派07-300080】
【07-ユ-300095】

【派07-300412】
【07-ユ-300196】

福島

福島フォーラム

主催：
（株）
コレクトプレイス ☎024-907-3960

【Factory】かんたんな検査・梱包 【Factory】印刷物カンタンチェック

(有) プライム
☎024-573-2411

福島営業所

0120-71-6030

☎024-591-5518

【派07-010013】
【07-ユ-010012】

営業

福島駅

一般事務

事務

10月17

10：00
日（水） 〜15：00

東北本線

派遣〜正社員(職業紹介）までプロの転職エージェント達が採用へと導きます

履歴書不要

曽根田駅

お仕事合同説明会

物流

東北新幹線

地元密着型

製造

日時

第26回

派 紹 正 パ

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ｰ724

0800-222-0639

【派07-300191】
【07-ユ-300125】

介護職員(正社員)
福島市飯野
★12月オープンの新規施設
★人間関係もまっさらな職場
時間／7：00〜16：00、9：00〜18：00、
10：30〜19：30、18：00〜9：00
休日／シフト制(週休2日)

160,000

小物のピッキング・配達(パート)
二本松市
★扶養内勤務もOK、選べます!
★軽バンに乗って複数人で配達!
★物流センターでのお仕事
時間／①9：00〜17：30、
②9：00〜12：00、
③13：00〜17：30
①②③時間選べます
休日／土・日・祝

月収
円以上可
＋昇給・賞与・交通費有り
☆別途夜勤手当あります 月給12〜14万円＋交通費

☎024-907-3960【

】

★他にも掲載しきれないお仕事多数
当日会場にて配布します！
★求人情報だけでは分からないことや
働き方などお気軽にご相談下さい。

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

