福島市、伊達市、伊達郡、二本松市

こちらを
→ お仕事合同説明会
チェック

福島

検索
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火

ダイユーエイトMAX 4F
アオウゼ 小活動室

曽根田駅

12/3

web予約で

東北新幹線

第39回 地元密着型 派遣〜正社員まで紹介可能！
！

日

今年
最 後の

Web応募OK 正 準 パ ア

ENEOS

ダイユーエイトMAX4F

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。
相談

企業へ紹介

採用

未経験者歓迎求人多数！ 履歴書不要

【派07-300191】
【07-ユ-300125】

大手上場IT企業でのソフト開発

★プリンタの製造に関わるお仕事です。
★これまでの経験と適正を考慮して
仕事内容を決定します！！
時間／8：15〜17：05
休日／土・日・祝 他

26歳年収400万/43歳年収630万円

日勤土日休み、自由が多い営業職

★長期就業が可能です。
★完全週休2日制、
モチロン長期休暇あります！！
時間／①8：20〜17：20②16：20〜翌1：20
③0：20〜9：20 ※時間固定です
①②③選択可
休日／土・日・祝 他

①時給1,000円 ②③1,100円+交通費

★女性が働きやすい福利厚生が充実
★残業ほぼ無し、研修制度あり
時間／9：00〜17：00
休日／土日祝休み、GW、年末年始等あり

正社員
月給17万円〜
賞与・退職金・交通費あり

時給900円+交通費

ICカード製造・目視検査

★30名の大募集、福利厚生充実
★プログラム言語を勉強された方なら応募可
時間／8：45〜17：30（フレックス制）
休日／土日祝（年間134日）
正社員
年収モデル
※前職の経験と希望年収により決定

受付・案内事務
福島市東部

時給1,000円+交通費

月給20万〜22万円以上可 正社員

福島駅周辺

★電子機器の製造、部品供給などのお仕事
★空調完備で快適な環境
★交替勤務も同時募集しています。
時間／8：30〜17：15（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）

★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） 正社員

月給180,000円＋賞与あり

厚生労働大臣許可番号 派07-010011

株式
会社

トーネット

福島営業所

0120-71-6030

組立・検査・梱包

ピックアップ
おすすめ
求人

★未経験者を多数採用実績あり！
★キャリアアップを目指して転職を有利にしよう！
時間／8：30〜17：30（休憩60分、実働8時間）
休日／土日祝（完全週休二日制、
年間休日125日） (年収300万以上可能)

仙台市

(派)07-300482

電子機器の組立や検査のお仕事

郡山市及び福島県内

(株)

時給1,200円

★【期間限定】大学病院内での
事務のお仕事です
★事務経験者・簿記あれば尚可
時間／8：30〜17：15
期間限定
休日／土・日・祝

今がチャンスのエンジニア技術職

時給900円+交通費

福島市南部

☎024-591-5518

【派07-300153】
【07-ユ-300068】

★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）

一般事務 2020年3月末までの予定

伊達市保原町

ふくしま人材確保支援事業

時給900円〜（交通費別途支給）

フォークリフトによる出荷業務

1

時給950円+交通費
福島市内

【派07-010013】
【07-ユ-010012】

★男女作業内容は違います
★長期のお仕事です
時間／8：20〜17：25
休日／土日（会社カレンダーあり）

★朝ゆっくり出勤！実働7.5ｈ★残業ほぼなし
★塗装、印刷、接着お仕事色々あります！
17：00〜、1：00〜、勤務色々選べます！
時間／9：00〜17：00（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）

ピックアップ
おすすめ
求人

★Ⓐ工場事務経験者・
ⒶⒷＰＣ操作必須
★前向きに仕事に取り組める方大歓迎♪
時間／8：20〜17：20
各 名
休日／土・日・祝 他

時給950円+交通費

自動車プラスチック部品の検査

★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〜

福島市西部

時給1,220円+交通費

交通費

（別途支給）

アルミ加工・配線・組立のお仕事
保原町

福島市南部

★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など
時間／11：00〜18：00（相談可）
休日／日・祝・隔週土（相談可）

梱包オペレーター

★長期就業可能です。★残業ほぼありません。
★空調完備で快適な職場です。
時間／8：00〜17：00、15：15〜0：15、0：00〜9：00
（日勤・遅番・夜勤選べます）
休日／土・日・他長期連休（企業カレンダーに準ずる）

参加できない方は直接各社へお問合せ下さい。

時給1,050円〜+交通費

福島市南部

①時給 950円
②時給1,050円

時給945円+交通費

児童支援員

★工場未経験者でも親切な研修が
有るので安心です。★男女活躍中
時間／①8：00〜17：00 ②20：00〜8：00
休日／土日（会社カレンダーあり）

Ⓐ生産事務 Ⓑ受入検査

時給950円+交通費

二本松市北部

デザート、焼菓子の製造

福島市

★電化製品の基板を専用機械と
目視による外観検査等
時間／8：30〜17：30
休日／日・祝・隔週土、他

福島市

福島市西部

外観目視検査・組立

★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）

プラスチック製品の目で見る検査のお仕事

★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

時給900円〜（交通費別途支給）

ピックアップ
おすすめ
求人

福島市南部

時給1,125円〜1,650円+交通費

製造事務

★荷物を移動したりピッキングを
する簡単なお仕事です。
★男女活躍中
時間／8：30〜17：30（時間応相談）
休日／土日又はシフト制（会社カレンダーあり）

製品チェック、梱包、決まった長さに切る作業

福島市南部

倉庫関係のお仕事

及び書類ファイリング作業等
時間／8：45〜17：15
休日／土日祝
（会社カレンダーによる）

時給1,100円+交通費

（交通費別途支給）

福島市西部

★受注・発注業務及びデータ入力
★出荷／納品業務・見積書作成等
営業アシスト等
時間／8：30〜17：30
休日／土・日・祝、他

ピックアップ
おすすめ
求人
★基幹システムへの入力作業

一般事務職 キレイな職場

時給1,100円〜1,375円

福島市、
二本松市北部、
他

福島市北部

工場内事務

★勤務場所選べます★男女活躍中
★車の部品をピッキング、棚入れなどのお仕事です。
時間／交替制 昼8：00〜16：50 夜20：00〜翌4：50（5勤2休）
休日／土日（会社カレンダーあり）

ク
ラクラ 就職♪

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

時給960円〜1,025円+交通費

ピックアップ
おすすめ
求人

入退場自由

福島市西部

福島市、伊達市

ご指導いただけます
★書類作成(Word/Excel)・電話/来客対応等
時間／8：30〜17：00、他
休日／土・日・祝、他

予約不要

服装自由

フォークリフトと荷揃えのお仕事
福島市、伊達市、伊達郡

ピックアップ
おすすめ
求人
★事務経験が少ない方でも

一般事務

お仕事START

☎024-597-8815

0800-222-0639

0120-64-4003

民間のハローワーク 07-ユ-300178

☎024-983-9568

