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主催：（株）コレクトプレイス ☎024-983-9568
検索お仕事合同説明会　福島こちらを

チェック 
→

ダイユーエイトMAX 4F
アオウゼ 大活動室1

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。

第41回 地元密着型派遣～正社員まで紹介可能！！

服装自由履歴書不要 入退場自由予約不要 × ラクラクラクラク就職♪就職♪
参加できない方は直接各社へお問合せ下さい。

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!!
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!!未経験者歓迎求人多数！
相談 企業へ紹介 採用 お仕事START

県内最大級県内最大級の
求人案件数

県内最大級県内最大級の
求人案件数

web予約で
来場者へ

プレゼント

【派07-300153】【07-ユ-300068】

0120-71-6030
福島営業所(株)

☎024-597-8815

(派)07-300482【派07-300191】【07-ユ-300125】

0800-222-0639

お仕事
100件
以上 お仕事合同説明会

相談だけでもOK 入場無料！お気軽にご来場下さい

■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）

株式会社 パワースタッフジャパン
0120-30-4123

福島オフィス【派07-010013】【07-ユ-010012】

☎024-591-5518

ピックアップおすすめ求人

福島事業所
☎024-521-1306

時間／①早・遅番2交替
         ②早遅夜番3交替
　　　早番6：00～14：20・14：30
　　　遅番14：00・14：20～22：20・
　　　　　22：50
　　　夜番22：00～6：20
休日／土、日、祝、他長期連休

自動車部品製造及び検査  

福
島
市
・
二
本
松
市

時給950円～+交通費

一部上場企業でのお仕事です!
力仕事無し・未経験者歓迎!
無料寮完備!
自社正社員登用実績多数!
福利厚生が充実のお仕事です

自動車部品製造及び検査
岩瀬郡天栄村

時間／①早・遅番2交替②早遅夜番3交替
　　　早番5：30～14：00
　　　遅番13：55～22：25
　　　夜番21：05～5：35
休日／土、日、祝、他長期連休

時給1,000円～+交通費

食品の調合・調理のお仕事
伊達市

★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。
★夜勤対応可能な方尚可
時間／5：00～14：00(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）

分解・洗浄・組立のお仕事 

福
島
市
東
部

★完全週休2日制です。★男性活躍中です。
★3月末までの日勤＠950円あります
　（更新の可能性有）★空調完備
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）

時給1,100円+交通費

医療事務
福島市西部

★扶養範囲内での勤務です
　(フルタイムも相談可)
★クリニックでの外来受付・会計業務・
　レセプトPC操作・電話対応等
時間／9：00～17：00
休日／木・土・日　他

時給910円〜980円+交通費

一般事務
伊達市梁川町

★事務の他農作物現場作業補助も
　行います
★専用フォーマット・Excelへの
　入力業務等
時間／8：30～17：00
休日／シフト制

時給1,025円+交通費

建設現場事務
伊達郡川俣町

★残業なし、勤務時間相談可能です
★建設現場事務所内でのデータ入力/
　ファイリング等
時間／8：00～17：00
休日／日・祝 他(土休みも可)

時給1,025円+交通費

感知器・ハンドポンプの組立検査
二本松市

★期就業可
★人気の日勤
★女性活躍中
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）

時給950円+交通費

電子機器の組立や検査のお仕事
福島市内

★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、20：30〜5：15
　　　（日勤専属）(交替勤務）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）

時給1,000円+交通費 時給1,000円～+交通費

自動車部品の運搬
岩瀬郡天栄村

時間／2交替
　　　早番5：30～14：00
　　　遅番13：55～22：25
休日／土、日、祝、他長期連休

厚生労働大臣許可番号 派07-010011

0120-64-4003

トーネット株式
会社

☎024-983-9568
民間のハローワーク 07-ユ-300178

時給1,100円+交通費

一般事務
福
島
市
南
部

★残業無く働きやすい職場です
★Excelを使用した表作成/
　表計算・電話応対等
時間/8：00～17：00
休日/土・日・祝

時給1,000円～1,025円+交通費

アミューズメント部品の組立・検査
二本松市北部

★約50名の大募集/南福島から
　車で15分/約2ヶ月の短期の
　お仕事です。
時間／8：30～17：15 
休日／土日・祝（会社カレンダーあり）

時給900円+交通費

みんな大好きデザート作り
福島市瀬上町

★大手メーカーのデザート
　製造のお仕事です/男女活躍中/
★研修期間があるので
　未経験者でも安心です
時間／8：00～17：00
休日／土日・祝（会社カレンダーあり）

時給950円+交通費

倉庫内作業
保原町

★工場内/倉庫内で部品の管理・箱詰め/
　出荷補助等のお仕事になります。/
　冷暖房完備で快適環境
時間／①8：00～16：50②8：15～17：05
休日／土日・祝（会社カレンダーあり）

②時給900円+交通費

①時給950円+交通費

電子部品の組立・検査
福
島
市
南
部

★3月スタートの大手メーカー
　工場でのお仕事です/
　南福島駅から徒歩10分/
　社員食堂利用できます。
時間/8：30～17：15
休日/土日・祝
　　 （会社カレンダーあり）

時給950円+交通費

フォークリフトによる出荷業務
福
島
市
西
部

★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）

時給1,200円

時給1,100円

福島市

梱包オペレーター

★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

カンタン組立・検査

★長期のお仕事
★未経験の方でも心配ありません
★研修制度がしっかりあります
時間／8：30〜17：15
休日／土日祝（就業カレンダーによる）

時給980円

福島市

大手企業内でのオフィスワーク

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

時給1,050円

電子機器の組立・検査
福
島
市
南
部

★カーナビ及び電動自転車部品
　の製造（組立・検査・梱包）作業
時間／8：30〜17：15
休日／土日祝
　　　(会社カレンダー)

時給950円

プリンタの製造
伊
達
市
保
原
町

★組立・試験・梱包…経験と適正
　を考慮して仕事内容を決定します!
★残業・休日出勤対応可能な方
　大歓迎♪
★駅チカ!電車での通勤が可能です。
時間／8：15～17：05
休日／土・日・祝（会社カレンダー）

時給900円～+交通費

日勤土日休み、自由が多い営業職
福
島
駅
周
辺

★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

月給17万円～

福島市南部

かんたんな手作業

★遊技機の簡単な組立の作業で
　初心者でもできる経験不問の
　お仕事です。
時間／8：30〜17：15
休日／土日祝（会社カレンダー）

時給900円

今がチャンスのエンジニア技術職
郡山市及び福島県内

★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）

月給20万〜22万円以上可

福島市西部

選別作業スタッフ

★廃棄物を目視・手作業で選別する
　お仕事です。
★年齢・性別不問！経験必要ありません!
★重機オペレーター同時募集中！！
時間／8：00～17：00
休日／土・日・祝（会社カレンダー）

時給1,050円〜1,100円+交通費

福島市内

窓口受付・補助業務

★3/1就業開始！金融機関での
　窓口対応のお仕事です。
★金融業界経験者大歓迎♪
　明るく丁寧な対応が出来る方大歓迎♪♪
時間／8：30～17：00
休日／土・日・祝（会社カレンダー）

時給950円+交通費

福島市中心部

経理事務

★2月中旬〜5月末までの期間限定!
★経理事務経験・PC操作必須!!
★公共交通機関での通勤が可能です。
時間／9：00～17：00
休日／土・日・祝
　　　（月に1回、土日いずれか出勤日あり）

時給1,200円〜+交通費

福島市内

公用車の運転業務

★官公庁のお客様を公用車で
　送迎していただきます。
　また、洗車・点検等の管理業務
　も付随します。
時間／8：30〜17：15
休日／土日祝

月給17万円〜19万円

伊達市保原町

倉庫内作業

★製品の出荷に関わる仕分け・
　運搬等の業務なります。
時間／8：15〜17：00
休日／土日祝(会社カレンダー)

賞与・退職金・交通費あり

月給180,000円＋賞与あり

(年収300万以上可能)

正社員

正社員

福島市東部

受付・案内事務

★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

時給1,250円～1,400円
月給20万円以上可

福島市・郡山市

スマートフォンの使い方説明係

★スマホの使い方やアプリの提案など
   丁寧に教えていただくお仕事。
★充実の研修あり ★販売員ではありません
時間/10：00～19：00（残業無し）
休日/週休二日制、5勤2休
       （月8～10日程度）、年間休日123日

契約社員


