
福島市、伊達市、伊達郡、二本松市、宮城県白石市、宮城県亘理町 派正
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→ 検索お仕事合同説明会　福島

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

【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】 【07-ユ-300196】

【派07-300412】☎024-573-2411有限会社 プライム

無料駐車券配布します

公共事業労務単価の調査【15名程度】
▶県内各指定会場★10/末～11/末位の短期のお仕事です
★研修期間有(1週間程度)参加必須
時間／9：00～17：00(研修期間9：00～16：00)
休日／土日祝

時給1,100円   研修期間900円

平成30年度県産米の検査のお仕事
▶福島市西部 ★9/21～12/10(予定)のお仕事です
★専用の機械を使用しますので、重たい作業はありません
時間／8：00～17：00
休日／日曜日

時給900円(交通費別途)

機械のメンテナンス【紹介予定派遣】
▶福島市中心部★正社員登用あり
★研修期間があるので未経験者でも安心
時間／8：00～17：00　休日／日、祝、第2・第4土曜日

時給1,000円(交通費別途)

精密機械の組立
▶福島市東部
★カンタン組立・検査★女性活躍中
時間／8：10～17：10　休日／土日(工場カレンダー)

時給900円(交通費別途)

▶福島市中央部　★入寮OK!しかも寮費無料! ※規定有
★体力に自信のある方大歓迎です!
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1,300円＋通勤交通費

▶福島市北部 ★スポンジの余分な部分をカットするお仕事です
★男女ともに幅広い年齢の方が活躍中!
時間／7：30～16：30、17：45～2：45(交替制)
休日／土日

時給1,000円＋通勤交通費

通信機器の組立・検査スタッフ
▶福島市南部
★軽作業です!★男女ともに幅広い年齢の方が活躍中!
時間／8：30～17：15、20：00～翌4：45(交替制)
休日／土日

時給950円＋通勤交通費

自動車部品の組立・加工スタッフ

製品の取り出し、セットスタッフ スポンジのカット加工スタッフ

▶伊達郡桑折町  ★残業もあるのでしっかり稼げます!
★部品を機械にセットして加工したり、組立をするかんたん作業です!
時間／8：00～16：50、20：00～翌4：50(交替制)
休日／土日

時給1,100円＋通勤交通費

▶福島市西部 ★長期安定!基本座り作業です
★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
時間／9：00～17：00
休日／土日祝 時給900円＋通勤交通費

▶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(全て金属です)
休日／土日祝(会社カレンダー)

①時給900円〜 ②③時給950円～

鋳物の成形業務
▶福島市内　★入社祝金5万円支給
★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
時間／8：00～17：00
休日／土日

時給1,400円

部品の取付作業

製品の検査・梱包 プラスチック成形品の製造

▶福島市内
★精密機械の部品の取付業務や、顕微鏡での検査業務になります
★とてもアットホームな職場です
時間／19：00～4：00(夜勤専属)
休日／土日祝

▶伊達市　★機械の簡単な操作及び製品の目視検査
★県北地区最高時給!!★男女活躍中
時間／7：00～19：00、19：00〜7：00 ※2交替制(実働8.3時間)
休日／シフト制(会社カレンダー)

時給1,400円(別途交通費)

▶福島市西部
★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950円(別途交通費)

自動車部品の製造(がっちり稼げます)
▶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)

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)

電子部品の製造(がっちり稼げます!!) 食品加工(外人さんもいらっしゃい!)

▶福島市南部
★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)

時給1,000円

お客さんに化粧品・健康食品を店舗内で販売
▶福島市(駅ビル内でのお仕事)　
★交通費全額支給★マイカー通勤応相談
時間／9：30～18：30、10：30～19：30、11：30～20：30(シフト制)
休日／週休2日

時給1,150円＋交通費（全額）

プレスマシンオペレーター
▶伊達郡川俣町★増産につき募集　
時間／6：00～14：35、14：20～23：00(2交替)
休日／土日祝(会社カレンダー)

時給1,100円＋交通費

製品の出荷梱包作業
▶宮城県白石市　
★片手でも持てる重量なので、どなたでもできるお仕事です
時間／8：00～16：45、16：30～翌0：45(2交替)
休日／土日祝(会社カレンダー)

部品を削ったり組立の機械操作
▶宮城県亘理町　★寮費無料!
時間／6：10～15：00、14：45～23：35(2交替)
休日／土日祝(会社カレンダー)

かんたん部品組立・検査
▶福島市・二本松市
★誰でも出来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)、13：00〜21：45(遅番専門)、
　　　17：00〜1:15(夜勤専門)
休日／土・日・祝日(会社カレンダーに準ずる) 時給900円〜1,100円

プラスチック部品のカンタン検査およびマシンオペレーター
▶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!
時間／9：00～17：30(日勤専門)
休日／土・日・祝日
　　　(会社カレンダーに準ずる) 時給950円〜1,000円

書類準備およびデータ入力
▶福島市内
★人気の日勤事務案件です　★男女活躍中!
時間／8：30～17：15(日勤専門)
休日／土・日・祝日
　　　(会社カレンダーに準ずる) 時給1,000円〜1,050円

かんたん梱包または紙をカットする機械操作
▶福島市内・伊達市
★空調完備で快適です★未経験者歓迎!★親切丁寧に教えます
時間／8：00～17：00(日勤専門)、
　　　8：30～17：30・20：00～5：30(交替勤務)
休日／土・日・祝日(会社カレンダーに準ずる)

資材管理
▶福島市西部
★男女活躍中、3ヶ月目から時給見直しあり
★ハンドスキャナーで資材コード読み取り、数量のPC入力等
時間／8：30～17：30
休日／土隔週・日・祝 時給855円〜＋交通費

製造事務補助
▶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 時給1,000円〜1,100円＋交通費

データ入力
▶伊達郡桑折町
★地域の農業の方と関わるお仕事です
★データ管理(Excel)・電話対応等
時間／8：30～17：15
休日／シフト制(相談可能)

製品検査
▶福島市西部　★女性活躍中!★製品検査/品揃え等
★初めての方でも丁寧に指導します
時間／8：45～17：15(同時募集9：00～15：00パート)
休日／土・日・祝、他

時給950円

10：00
　〜15：00

web予約で来場者へプレゼント

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
製造 物流 事務 営業 医療 サービス介護

服装自由

履歴書不要

入退場自由

予約不要

第25回
地元密着型お仕事 説明会合同

主催：（株）コレクトプレイス ☎024-907-3960

【派07-300191】
【07-ユ-300125】0800-222-0639

AT アクト
株式会社　宮城第二支店 0120-030-715【派04-300120】

【04-ユ-300092】

時給1,100円＋交通費 時給1,100円＋交通費

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

時給1,025円＋交通費 時給880円〜910円＋交通費

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★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1,250円＋入社祝金合計10万円支給

製品番号のデータ入力・入出荷
▶伊達市
★女性活躍中★未経験者歓迎★人気の日勤
時間／日勤 8：20～17：50
休日／会社カレンダー

時給1,100円＋交通費別途

小型製品の検査
▶福島市
★残業なし!!  ★パートタイム可 ★勤務時間応相談
時間／日勤 8：30～17：30
　　　パートタイムでもOK
休日／土・日・祝(会社カレンダー)

通信部品の組立・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 8：30～17：15
　　　交替 8：30～17：15、17：30～2：15
休日／土・日・祝(会社カレンダー)時給800円〜900円

＋交通費別途

時給1,000円
＋交通費別途

★入社祝金3万円★週払い制度あり

0120-67-2077
株式会社 リクルートスタッフィング 郡山オフィス

一般事務
▶福島市　★大手保険会社の損保事務のお仕事
★残業ほぼありません♪
時間／9：00～17：00
休日／土日祝 時給1,050円

一般事務
▶福島市
★駅チカ♪コンサルティング会社の事務
★同業務の社員さんと進めていく環境です♪
時間／9：00～17：00
休日／土日祝 時給1,070円

一般事務
▶福島市　★建設関連会社での事務
★少人数でアットホームな職場環境です♪
時間／8：00～17：00
休日／土日祝 時給1,080円

一般事務
▶福島市
★エネルギー関連会社での事務
★1人事務なのでご自身のペースでお仕事できます♪
時間／9：00～18：00
休日／土日祝 時給1,050円

【Factory】電子部品の組立
▶福島市
★キレイな職場!
時間／8：30～17：15
休日／土・日・祝(会社カレンダー) 時給900円

【Factory】オペレーター
▶福島市 ★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

時給1,100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

【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1,100円
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!! 時給950円〜1,100円(別途交通費)

◎長期安定雇用!! ◎出張面接致します!!

0120-145-192エアコレクト
株式
会社

【派07-300080】【07-ユ-300095】


