福島市、伊達市、伊達郡、二本松市

パ 派

★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)

時給1,000円＋交通費

伊達市内

★大手カーディーラーでの営業の
お仕事になります。
・新車購入の提案・見積もり・
アフターフォロー等
時間／9：15〜17：30
休日／火・第1.3月・他

★段ボールや原料の荷受のお仕事
★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
★残業ほぼ無し
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）

時給1,150円〜1,590円＋交通費

部品の受入検査

整備士

伊達郡国見町

時給1,025円〜1,100円＋交通費

児童支援員

福島市西部

★軽度障がいを持つ児童/生徒の療育、
生活に必要なスキルのトレーニング
を行って頂きます
時間／11：00〜18：00
休日／日・祝・隔週土

時給910円
(3ヶ月は試用時給)＋交通費

【派07-010013】
【07-ユ-010012】

相談

履歴書不要

一般事務

福島市南部

伊達市保原町

★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）

時給950円＋交通費

★11/15就業スタート！うれしい
固定勤務♪勤務時間①②③選べます。
★データ入力スタッフ同時募集中！
時間／①8：20〜17：20
②16：20〜翌1：20 ③0：20〜9：20
休日／土・日・祝（会社カレンダー）

①時給

送風機の製造補助、試験補助作業
伊達郡国見町

★工場内でのデータ入力、
電話応対など事務全般
になります。
時間／8：00〜17：00
休日／土日祝

1,000円②③時給1,100円+交通費

★機械組立の補助作業です。
★休日が充実しています！
★長期のお仕事になります。
時間／8：00〜16：30
休日／土・日・祝（会社カレンダー）

時給930円〜

時給1,000円+交通費

ICタグ・ICカード製造の機械/オペレーター目視検査

工場内の部品の運搬作業

福島市西部

伊達郡川俣町

福島市南部

福島市南部

★完全週休2日制です。
★空調完備の快適な職場です。
★女性活躍中です。残業休出あります。
時間／8：30〜17：30・20：30〜5：30（交替・夜勤選べます）
休日／土・日・
（祝）
・他長期連休
（企業カレンダーに準ずる）

★新規スタートのお仕事です。
10月から又は11月からでもOKです。
時間／①8：20〜17：20②16：20〜1：20
③0：20〜9：20
休日／土日（企業暦あり）

★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）

★2020年3月末までの産休代替のための
お仕事です。
★事務の経験が活かせます。
時間／8：30〜17：00
休日／土・日・祝（会社カレンダー）

★かんたんな加工・検査になります。
※製造未経験者大歓迎
時間／①8：20〜17：20②16：20〜25：20
③24：20〜9：20※各専属になります
休日／土日祝（会社カレンダー）

★部品を台車で運搬する簡単な作業です。
★男性活躍中！
★長期のお仕事になります。
時間／8：30〜17：15
休日／土・日・他（会社カレンダー）

時給950円＋交通費

①時給1,000円
②③時給1,100円+交通費別途

一般事務【期間限定】

時給1,200円

時給

1,000円+交通費

小物部品の取り付け作業

駅表示板の製造、検査、梱包

梱包オペレーター

検査会場の受付案内

福島市

福島市

福島市

福島市内

★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）

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

未経験者歓迎求人多数！

機械オペレーター・目視検査

福島市西部

時給1,200円+交通費

フォークリフトによる出荷業務

時給1,220円＋交通費

企業へ紹介

一般事務

福島市西部

時給900円＋交通費

★長期のお仕事です
電車通勤も可能です。
時間／8：30〜17：30
休日／土日（企業暦あり）

時給850円＋交通費

時給1,000円

ふくしま人材確保支援事業
☎024-591-5518

時給950円

時給

ジュースやお菓子の製造

★未経験の方でも
問題ありません！
★10月末までのお仕事です。
時間／8：30〜18：00
休日／週休2日制（会社シフト）

福島市南部

福島市南部

★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

部材管理

★入社祝金50,000円支給
★PCを使い、部材の入出管理や
製品の箱詰め出荷。
※事務要素が強めなお仕事です。
時間／8：30〜17：15
休日／土日祝（会社カレンダー）

ICタグの製造及び検査

時給1,150円〜1,590円＋交通費

製品出荷準備

1,050円〜+交通費

時給1,300円＋交通費

主催：
（株）コレクトプレイス ☎024-983-9568

福島市東部

製品チェック、梱包作業

★大手カーディーラーでの
お仕事になります。
・自動車の整備
（車検・オイル/タイヤ交換など）
時間／9：15〜17：30
休日／火・第1.3月・他

倉庫内作業
★原料の運搬・格納、PC入力等のお仕事です。
★体力に自信のある方大歓迎！
★長期のお仕事です
時間／8：15〜17：10
休日／土・日・祝（会社カレンダー）

検索

お米の検査
★専用の機械を使用するので、
重たいものを持つことはありません
11月末日くらいまでの短期。
時間／8：00〜17：00
休日／日曜日

時給1,000円＋交通費

福島市 他

★年令不問・男性活躍中
・検査機を使った計測・検査業務等
(未経験の方でも指導頂けます)
時間／8：00〜16：30
休日／土・日・祝 他

ダイユーエイトMAX4F

伊達市霊山町

フォークリフトでの荷受け作業

福島市 他

福島駅

自動車販売

伊達郡国見町

時給1,100円（研修期間900円）

データ入力及びかんたんな検索作業

★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）

福島市南部

一般事務

時給950円

公共事業労務調査

★約1週間の研修（必須）があり安心です。
★移動時間もお給料が支払われます。
★10/末〜11/末の一ヶ月の短期
時間／9：00〜17：00（会場により変動あり）
※研修期間9：00〜16：00
休日／土日祝（マイクロバスで移動）

福島市北部

時給900円〜+交通費

こちらを
→ お仕事合同説明会 福島
チェック

福島市西部

時給1,025円+交通費

プラスチック部品のチェック作業

★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）

ENEOS

ダイユーエイトMAX 4Fアオウゼ 大活動室1

県内各地指定会場

福島市

福島市中心部

伊達郡桑折町

一般事務

★PC基本操作できる方
・データ入力・書類整理・
伝票記入・来客/電話対応
時間／9:00〜18:00
休日／日・祝・隔週土

4
東北本線

11：00〜16：00

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 ※日勤・夜勤・交替制・シフト制のおしごと選べます。
データ入力

水

web予約で
来場者へ
プレゼント

福島フォーラム

曽根田駅

お仕事合同説明会
★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(週休2日制度)

9/11

日
時

東北新幹線

第36回 地元密着型派遣〜正社員まで紹介可能！
！

採用
服装自由

★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〜

時給

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

【派07-300153】
【07-ユ-300068】

お仕事START
予約不要

トーネット

0120-71-6030 ☎024-597-8815

入退場自由

(派)07-300482

保原町

1,100円+交通費（会社カレンダー）
株式
会社

福島営業所

PC組立

0120-64-4003

時給1,000円+交通費

データの入力、棚卸業務
福島市、伊達郡国見町

★明るく丁寧な対応が出来ればＯＫ!
★大手メーカーのお仕事です。
時間／8：15〜17：00
資格経験問いません。
休日／土日祝（会社カレンダー）
★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）

厚生労働大臣許可番号 派07-010011

(株)

①時給1,000円②③時給1,100円

時給900円
■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）

福島オフィス

★データの入力作業です。
★休日が充実しています！
時間／8：00〜16：30
休日／土・日・祝（会社カレンダー）

時給1,000円+交通費
■一般労働者派遣番号 07-300356
■有料職業紹介番号 07-ユ-300186

株式会社 パワースタッフジャパン

0120-30-4123 ☎024-572-5625

希望の給与・待遇・勤務地などを
県内最大級の
×
相談
するだけで
希望に合ったお仕事をご紹介!!
求人案件数

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。

