福島市、伊達市、伊達郡、二本松市

企業へ紹介

ピックアップおすすめ求人

採用

ピックアップおすすめ求人

時給950円

事務作業及び検査業務

★大手医療メーカーでのお仕事です
未経験でも大丈夫！
当社スタッフ活躍中!
★お子様の行事など融通が効き易いので
お子様がいるお母さんも安心！
時間/8：45〜17：15（所定7.5h）
休日/土日祝（就業カレンダーによる）

時給950円＋交通費、昇給有

こちらを
→ お仕事合同説明会 福島
チェック

検索

ENEOS

ダイユーエイトMAX4F

主催：
（株）コレクトプレイス ☎024-983-9568

ピックアップおすすめ求人

ピックアップおすすめ求人

ピックアップおすすめ求人

営業事務／正社員

工場内設備
メンテナンスのお仕事

水と食品のモニタリング
検査の前準備業務

★直接雇用前提のお仕事です。
★産廃物最終処分場でのお仕事です。
時間／①8：00〜17：00
②8：00〜14：30
※②土曜日出勤時のみ
休日／土・日・祝（会社カレンダー）
時給1,000円＋交通費

【紹介予定派遣】のお仕事です。
一定の期間終了後は派遣先への
直雇用となります。
時間／シフト制
休日／シフト制

《月収例》288,000円+資格手当（別途交通費）

福島市方木田

★とても綺麗な職場です。
★残業ほぼなしです。
★長期就業可能です。
時間／8：00〜17：00（日勤専属）
休日／土・日・他長期連休
（企業カレンダーに準ずる）

ピックアップおすすめ求人
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ダイユーエイトMAX 4Fアオウゼ 大活動室1

福島市

プラスチック部品の
チェック作業

11：00〜16：00

入退場自由

お仕事START
福島市北部

★未経験者大歓迎です！
★カンタンな組立作業です。
★ご友人と一緒の応募も可。
★日勤または夜勤どちらか選べます。
時間／8：15〜17：05又は19：30〜4：20
休日／土日、企業暦

面接
福島市西部

カンタンな組立

福島市

伊達市

福島市中央部

★社員登用可能性あり
★税務知識をスキルUPしたい方
★経理業務全般
（給料計算、社会保険加入対応等)
時間／8：30〜17：30
休日／日・祝・隔週土

相談

予約不要

web予約で
来場者へ
プレゼント

福島フォーラム

★9：00から開始のため朝もゆっくり!
★月に5日〜10日程度の業務
★期間：即日〜3/31まで
時間／9：00〜17：00又は10：00〜17：00
休日／土・日・祝

時給850円＋交通費

ご自宅より勤務地考慮

ピックアップおすすめ求人

経理業務

※日勤・夜勤・交替制・シフト制のおしごと選べます。

木

福島駅

未経験者歓迎求人多数！

製造、物流、ものづくり、事務、販売・サービス、営業、医療、介護、技術系・設備系、管理職など

8/22

服装自由

日
時

東北本線

員まで
社
正
〜
遣
派
！
紹介可能！

履歴書不要

曽根田駅

お仕事合同説明会

元密着型

東北新幹線

第35回 地

パ 派

ピックアップおすすめ求人

未経験からはじめるエンジニア職

★正社員
★知識や経験が無くてもＯＫ
★転職に有利なキャリアアップ
出来ます
時間/8：30〜17：30
休日/土・日・祝

見込月給21.5万円以上可

時給1,230円〜＋交通費

時給1,100円＋交通費

工場内事務補助

データ入力

フォークリフトでの荷受け作業

一般事務

総務事務①フル②パート

梱包済み製品を台車で運ぶお仕事

遺物等整理作業

スマホアドバイザー

伊達郡国見町

福島市

伊達市内

福島市西部

福島市内

保原町

福島市山下町

福島市・伊達市及び近郊の各店舗

★カンタンなデータ入力作業です。
★基本操作さえできれば大丈夫です。
★長期で就業も可能です。
時間／8：00〜17：15
休日／土日、企業暦
時給1,030円＋交通費

★段ボールや原料の荷受のお仕事 ★残業ほぼ無し
★荷物の検品、倉庫内移動、パソコンへの
簡単な入力等のお仕事です。
時間／8：00〜17：00（日勤専門）
休日／土・日・祝・他長期連休
（企業カレンダーに準ずる）

★土器の水洗い作業!! ★月18日勤務
★座り作業がメインです
★期間：9/2〜1/31まで
時間／9：00〜17：00
休日／土・日・祝
時給800円＋交通費

★契約社員、正社員登用制度有
★スマホの使い方やアプリの提案など
★販売員ではありません
時間／10：00〜19：00
（店舗により若干変動有）
休日／週休2日制、5勤2休

プラスチック製品の製造

受付・案内事務

★工場で事務職員のサポートを
行います
★Excelでのデータ入力・電話応対等
時間／8：00〜16：30
休日／土・日・祝 他
時給960円〜＋交通費

時給1,000円+交通費

★大手メーカー内のお仕事です
★事務経験あれば尚可
★研修制度あり
時間/8：30〜17：30（所定8h）
休日/土日祝（就業カレンダーによる）

★総務の経験は必要ありません！
事務経験あればOK。
★勤務時間①②選べます
時間／①8：30〜17：30
②8：30〜14：50
休日／土・日・祝
（会社カレンダー）

時給900円＋交通費

時給

短期特別手当として月20,000円支給（規定あり）
空調完備/50代以上の男性も活躍中/
9/30までの短期のお仕事です
時間／①8:15〜17：00/②19：30〜4：15
のいずれか専属又は交代制
休日／土日祝（派遣先カレンダーあり）

900円＋交通費

時給950円＋交通費

一般事務

受付業務

データ入力、庶務のお仕事

フォークリフトによる出荷業務

伊達郡国見町

福島市

福島市東部

福島市西部

★女性活躍中
★各種伝票/請求書作成・専用ソフト
への入力・注文受付・電話応対 等
時間／8：00〜17：00
休日／日・祝(土は会社カレンダーによる)

★受付、接客業務です。就業時間選べます。
★パートタイムや扶養範囲内で
働きたい大歓迎！
時間／7：00〜16：00又は13：00〜17：00
休日／シフト制
時給1,000円＋交通費

★完全週休2日制です。
★男性活躍中★残業少なめです。
時間／8：30〜17：30（日勤専門）
休日／土・日・
（祝）
・他長期連休
（企業カレンダーに準ずる）
時給1,000円+交通費

★トレーナーがしっかり研修いたします
★長期のお仕事
時間/8：45〜17：15
休日/土日祝（就業カレンダーによる）

製品出荷準備

製品仕上げ・検査作業

手のひらサイズの部品の取り付けのお仕事

梱包オペレーター

検査会場の受付・案内

LED/駅の表示板の組立

部品の測定と簡単な準備作業

福島市西部

二本松市

福島市松川町

福島市

飯野町/福島市西部

福島市東部

★高時給、2交替、残業多めで
稼げます。
時間／8：00〜17：00、
20：00〜翌5：00
休日／土日、企業暦
時給1,400円＋交通費

★電車通勤も可
★とても簡単なお仕事です
★残業休出相談可能！
時間／8：15〜17：00（日勤専属）
休日／土・日・祝・他長期連休
（企業カレンダーに準ずる）

★トレーナーがしっかり研修いたします
★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〜

福島市内
★明るく丁寧な対応が出来ればＯＫ！
資格経験問いません。
★男性スタッフが活躍しています。
時間/9：00〜17：00
休日/土・日・祝（会社カレンダー）

8月スタートの新しいお仕事です。
時間／8：10〜17：10
休日／土日祝
（派遣先カレンダーあり）

★未経験者大歓迎
★即日入社可、長期なので安心です
★座り作業あり ★活気ある職場です
時間／9：00〜17：30
休日／土・日・祝（会社カレンダー）
時給850円＋交通費

時給925円〜1,000円＋交通費

★初めての方でも丁寧に指導します
★品揃え/梱包 等
時間／9：00〜17：00
休日／土・日・祝 他
時給910円
(3ヶ月は試用時給)＋交通費

時給1,000円

時給1,200円

スマホの簡単な修理

データ入力【10月末まで】

福島市
福島市西部
福島市南部
★期間限定!データ入力・軽作業の
親切な指導があります。
★かんたん作業で安心！！
★3交替勤務 or 固定勤務選べます
お仕事です。
未経験者歓迎/
★長期安定の職場です
★ＰＣ入力が出来ればＯＫ！
【同時募集】組立のお仕事もあります。
時間／A 8：00〜17：00 B 15：15〜0：15
時間/8：45〜17：15
時間／8：00〜17：30（休憩90分）
C 0：00〜9：00
休日/土・日・祝（会社カレンダー） 休日／土日祝（派遣先カレンダーあり） 休日／土
・日（会社カレンダー）
時給900円〜＋交通費
時給900円＋交通費
時給
円＋交通費

1,000

時給

1,100円＋交通費

時給850円＋交通費

厚生労働大臣許可番号 派07-010011

株式
会社

トーネット

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

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

県内最大級の求人案件数 ×

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

☎024-597-8815
(派)07-300482

0120-64-4003

希望の給与・待遇・勤務地などを
相談するだけで希望に合ったお仕事をご紹介!!

時給1,250円〜1,400円

福島市東部
★正社員・残業ナシ
★PCの入力ができれば未経験OK
★明るくコミュニケーション
取れる方歓迎
時間／10：00〜19：00
休日／週休2日制（水・その他）

月給制180,000円＋賞与あり

未経験から育てる自動車整備社員
二本松市
★正社員
★メーカー店舗内ピットで勤務
★資格が無くても将来を見据えて
教育します
時間／8：45〜18：00
休日／火・その他（会社暦による）

見込月給17万〜30万円以上可

人材派遣 派07-010033 職業紹介 07-ユ-010017 業務請負

(株)

福島営業所

0120-71-6030
【派07-300153】
【07-ユ-300068】

民間のハローワーク 07-ユ-300178

0120-55-0936 ☎024-983-9568

ク
ラクラ 就職♪

参加できない方は直接各社へ
お問合せ下さい。

