福島市、伊達郡、伊達市、二本松市、本宮市、いわき市、愛知県

派

予約不要
入退場自由

転職採用直結型イベント!参加出来ない方は直接各会社へお問合せ下さい！
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火

福島駅

製造 物流 事務 営業 医療 介護 技術 サービス

服装自由

日
時

10：00〜16：00

福島フォーラム
4

東北本線

未経験者歓迎求人多数！

のご希
あなた 下さい!!
せ
お聞か

履歴書不要

曽根田駅

お仕事合同説明会

地元

東北新幹線

得な
今月はお ン企画
ー
キャンペ 中
実施 望を

第30回

密着型

ENEOS

ダイユーエイトMAX4F

web予約で
来場者へ
プレゼント

ダイユーエイトMAX 4Fアオウゼ 大活動室1
こちらを
→ お仕事合同説明会 福島
チェック

主催：
（株）コレクトプレイス ☎024-907-3960

検索

自動車製造に関する各種作業

一般事務

iPadを使用したサービスの説明員

材料供給・ボタンを押すだけのオペレーター

梱包/出荷のお仕事

カンタンな組立・データ入力

勤務地：福島市西部

勤務地：福島市内

勤務地：二本松市・本宮市

勤務地：伊達市

勤務地：福島市

勤務地：愛知県

★PC基礎程度出来る方歓迎
★データ入力、書類ファイリング、
電話応対等一般事務業務
時間／8：45〜17：15、他
給与／土・日・祝、他

★アプリ紹介のお仕事です
★時間短縮や勤務日数の相談OK!
★パート勤務も可! ★未経験者歓迎♪
★人とお話するのが好きな方にオススメ♪
時間／9：30〜18：30
休日／土日祝

★空調完備!キレイな職場です ★未経験でも可能
★食堂完備で温かいご飯食べれます ★交通費支給
時間／7：00〜15：15、15：00〜23：15、23：00〜7：15
又は8：15〜18：15、20：15〜6：15
休日／4勤2休又は4勤2休＋4勤1休シフト
(企業カレンダーに準ずる)

★男性活躍中
★60歳以上の方でもOK
★長期で働けます
時間／8：15〜17：00
休日／土日祝(企業カレンダー)

★日勤・交替勤務者どちらも募集中です!
★製造業務プラスパソコン入力業務
もして頂きます
時間／8：30〜17：15
休日／土・日・祝日・企業暦

★職業紹介(期間工)案件
★メーカー寮(無料)あり、福利厚生バッチリ
★給与と別に報奨金などで総額300万円以上GETのチャンス
時間／【2交替】8：00〜16：50、21：00〜5：50、
6：25〜15：10、16：05〜0：50
◎勤務時間：他勤務帯あり
休日／5勤2休(土・日)

時給

1,100円＋交通費

1,250円

(パート時給900円) 時給

1,250円〜1,300円

時給

950円〜

1,000円＋交通費別途支給

時給

月収見込み

295,000円以上可

小物のピッキング・配達(パート)

部品の取り付け・ボタンを押すお仕事

ケータリングのお仕事

カンタンな組立・検査

勤務地：伊達市

勤務地：福島市南部

勤務地：福島市内/伊達市

勤務地：伊達市

勤務地：二本松市

★支払い・振込・書類作成・買い出し・
清掃等の事務業務全般を
お願いします
時間／8：00〜17：00
休日／土日祝

★研修制度があり、未経験者の方でも安心して働けます
★美味しい!低価格!な食堂付き
★男女問わず活躍中です!
時間／8：30〜17：15(日勤専属)
17：30〜2：15、18：30〜3：15、20：00〜4：45(夜勤専属)
休日／土・日・祝・他長期連休(企業カレンダーに準ずる)

★お料理・お飲み物を会場へ持って
行きセットするだけ
★主婦(夫)、学生向けのお仕事です
★週3日くらいからOK
時間／10：00〜17：00、17：00〜21：00
休日／完全自己申告制

★新規立ち上げのお仕事です!
★周りも初心者ばかりですので、
研修も充実しています。
★勤務場所も福島市寄りです
時間／8：00〜17：10
休日／土・日・祝日・企業暦

★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

一般事務

事務全般

勤務地：福島市北部
★メディアに興味がある方・
PC基本操作できる方歓迎
★専用ソフトへの入力業務
時間／9：00〜18：00
休日／シフトによる週休2日制

時給

時給

1,025円〜1,050円＋交通費

時給

1,000円〜

日勤 時給1,100円 夜勤・交替 時給1,250円

時給

1,000円

時給

930円＋交通費別途支給

12〜14万円＋交通費

月給

CADオペレーター

引越し補助全般

機械の分解、洗浄、組立のお仕事

事務補助作業

カンタンな組立・検査

自動車部品の加工・検査

勤務地：福島市東部

勤務地：桑折町

勤務地：福島市東部

勤務地：福島市中心部

勤務地：福島市

勤務地：二本松市・その他本宮市もあり

★2D-CAD及び3D-CADでのCAD業務
★Solid Works/AutoCAD
できる方歓迎
時間／8：30〜17：00
休日／土・日・祝

★期間限定短期のお仕事になります
★未経験者大歓迎!
★体力に自信のある方!
★シニア応援のアルバイト!
時間／8：00〜17：00
休日／シフト制

★空調完備で暖かい職場です
★未経験でも大歓迎 ★交通費支給
★丁寧に教えていただけます
時間／8：30〜17：30、
20：20〜5：30
(交替勤務又は夜勤専属)
休日／土・日・祝(企業カレンダーに準ずる)

★契約書などの書類を専用の機械で
PDFに落とし込むだけの軽作業
★短時間 ★朝ゆっくり出勤
時間／9：00〜15：20
休日／土日祝(企業カレンダー)

★パート勤務も可能です!
★例えば9：00〜15：30勤務など
相談可能です
時間／8：30〜17：30
休日／土・日・祝日・企業暦

★職業紹介(派遣契約)案件
★高収入長期安定、福利厚生バッチリ
★未経験OK、入社日相談OK
時間／①8：00〜17：35、②20：00〜翌5：00
※2交替勤務
休日／土日休み

時給

1,370円〜＋交通費

【派07-010013】
【07-ユ-010012】

☎024-591-5518

時給

■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)

はたらく
×
今だけ特典

0120-30-4123

1

い!!
な
か
し
く
行

時給

一般事務

1,000円

0800-222-0639

勤務地：福島市中心部

2

製造のお仕事(食品関係・電子部品の組立)

勤務地：福島市内

★3ヶ月間のうれしい特典つき
(工場見学時、入社後にそれぞれにあります) ①時給
時間／①8：00〜 ②8：30〜
休日／土日祝(企業カレンダー) ②時給

950円〜
1,000円〜

850円

時給

850円＋交通費別途支給

福島営業所

【派07-300153】
【07-ユ-300068】

0120-71-6030

①成分検査業務 ②配合業務

【派13-080693】
【13-ユ-300011】

0120-709-707

勤務地：飯坂地区近郊

3

1,050

5

カンタンなデータ入力

勤務地：福島市

★福島駅から徒歩5分
★社員登用のチャンスもあります!!
時間／8：45〜17：45
休日／土・日
時給
円＋交通費別途支給

950

月収見込み

330,000円〜350,000円

お仕事
合同説明会
運営・主催
07-ユ-300178

☎024-907-3960

手のひらサイズ部品を付けるお仕事

勤務地：福島市松川町(松川駅近郊)

★電車通勤可能 ★残業・休日出勤できない方もご相談可
★パート勤務相談可能です ★扶養内可
時間／8：15〜17：00(日勤専属)
休日／土・日・祝・他長期連休
時給
(企業カレンダーに準ずる)

★①製品のpHや水分量などの成分検査 ★②材料の配合のお仕事
★契約更新ごと特典支給！今だけ限定キャンペーン
時間／8：30〜17：30
時給
円＋交通費
休日／土日祝

1,100

4

時給

(株)
【派07-300191】
【07-ユ-300125】

★書類作成、
電話応対等(CAD作業補助業務がありますが
未経験でも丁寧に指導します)
時間／8：30〜17：30
時給
円〜＋交通費
休日／土・日・祝、他

（詳しい特典内容は会場で）

これは!!

1,200円

（株）パワースタッフ
ジャパン 福島オフィス

1,000円

6

自動車用エンジン製造に関する各種作業

勤務地：いわき市

★大手工場で寮付き(寮費・光熱費無料)のお仕事です!
★各種充実な手当は必見の価値あり!★地元にすぐに帰れるいわき市での募集
時間／①8：30〜17：30、②20：30〜翌5：30、③6：30〜15：00、④16：00〜翌0：30
①②または③④2交替・5勤2休
円以上可
休日／週休2日制(原則土日休み) ※職場カレンダーによる 月収見込み

277,000

