福島市、他

Web応募OK 正 準 パ ア

相談だけでもOK 入場無料！お気軽にご来場下さい 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
相

談

企業へ紹介

採

履歴書不要

服装自由

予約不要

入退場自由

用

お仕事START

未経験者歓迎
求人多数！

果物の箱詰めスタッフ

▶伊達市保原町
★週4〜5日出来る方！！
★未経験・学生・60歳以上の方大歓迎！！
★期間7月中旬〜8月中旬
時間／8：30〜17：00（内6〜7時間）
休日／シフト制

Ⓐ一般事務 Ⓑ受付スタッフ

▶福島市西部
★わからないことはすぐに聞ける環境です♪♪
★Ⓐ伝票発行・ファイリング・PC入力など
Ⓑ事務経験は問いません
時間／8：00〜17：00※9：00〜17：00も相談可
休日／土・日・祝（会社カレンダー）

時給1,057円＋交通費
組立・検査・梱包

▶伊達市保原町
★プリンター製造のお仕事です！
★男女スタッフ活躍中！即日勤務ＯＫ!!
★電ドラ経験者大歓迎♪♪
時間／8：15〜17：05
休日／土・日・祝（会社カレンダー）

トーネット

▶福島市中心部
★事務の経験があればＯＫ♪
★期間ⒶⒷ選べます
ⒶR3.9月30日まで ⒷR4.3月31日まで
時間／8：30〜17：15
休日／土・日・祝（会社カレンダー）

▶保原、二本松、渡利
★工具を使って、コツコツと装置を組み立てて行くお仕事です
★男女活躍中です
時間／①保原8：20〜17：25 ②二本松8：15〜17：20
③渡利8：30〜17：30
休日／土日（会社カレンダー）

0120-64-4003
機械への部品セット、検査作業

時給1,000円＋交通費

ラクラク 就職♪
参加できない方は直接各社へお問合せ下さい。

成形品の目視検査・品質管理

▶福島市南部
★成形品の異物・ゴミ等を目視で検査する
品質管理のお仕事です★男性活躍中です
時間／8：00〜17：00
休日／土日（会社カレンダー）

時給954円＋交通費
装置の組立・検査

時給1,050円〜＋交通費
厚生労働大臣許可番号 派07-010011

自動車部品の成形作業

レトルト食品・デザート食品の製造

▶福島市瀬上
★配合・製造・検査・箱詰め等のお仕事です
★男女活躍中です
時間／①8：30〜17：30 ②13：00〜22：00
③15：00〜24：00
休日／土日（会社カレンダー）

時給1,000円〜＋交通費
【期間限定】事務スタッフ

時給1,000円〜＋交通費
株式
会社

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!!

時給1,007円＋交通費
桃、梨、りんご、きゅうりの選果、箱詰めスタッフ

▶桃：福島市内 きゅうり：二本松市
★桃：7月上旬スタート、週3日〜OK 60歳以上も歓迎
日曜、祝日、お盆出勤手当有り
★きゅうり：6月下旬スタート 女性活躍中
時間／桃：9：00〜（6〜8Ｈ）変動有り
きゅうり：8：30〜17：00変動有り
休日／シフト制 時給
円＋交通費

850

ワクチン集団接種会場スタッフ

携帯ショップの販売スタッフ

▶福島市 他
★未経験者でもOK！！
★事前研修があります（6/29、6/30）
★短期で働きたい方にオススメです♪
期間／7/1〜10/31（予定）
時間／8：30〜17：00
休日／シフト制 時給
円＋交通費

▶福島市 他
★契約社員の募集です！（正社員登用有り）
★長期安定の業界で挑戦してみませんか！？
時間／10：00〜19：00（パートタイム相談可）
休日／シフトにより7〜10日の休日

指先サイズのパーツ検査

説明書を見ながらの取り付け・仕分け作業

光アドバイザー

各種製造業

1,200

（

）

1,050

▶福島市南部
▶福島市飯野町
★勤務時間専属帯もしくは3交替選べます。 ★残業できない方相談可能です
★空調完備のとても綺麗な職場です。
★男女問わず活躍中です！
★研修期間中は日勤での勤務になります。 時間／8：30〜17：30（日勤専属）
時間／8：00〜17：00（日勤）15：15〜0：15（遅番） 休日／土・日・祝・他長期連休
0：00〜 9：00（夜勤）
（企業カレンダーに準ずる）
休日／土・日・他長期連休
円
時給
（企業カレンダーに準ずる） 時給

970

970円

【派07-300191】
【07-ユ-300125】

0800-222-0639

感染防止
対策実施中

1,100

月給178,000円〜217,500円+交通費

▶福島市 他
▶福島市 他
★通信業界の経験者募集！！★高時給でのお仕事です。 ★未経験者でも安心!!★短期〜長期まで
★経験と知識を活かせます！！
★コツコツ作業が好きな人向け！
時間／10：00〜19：00（パートタイム相談可） ★交替勤務ができる方は大歓迎♪
休日／シフトにより7〜10日の休日
時間／日勤、夜勤、交替勤務
休日／工場カレンダー
時給
円〜
円以上+交通費

1,500

2,000

経験・スキルにより優遇します

時給970円以上〜＋交通費

人材派遣 派07-010033 職業紹介 07-ユ-010017 業務請負

0120-55-0936

ダイユーエイトMAX4F

マスクの着用

アルコール消毒

検温

定期的な換気

※ソーシャルディスタンス配慮の為、
お待ち頂く場合もございます

電子部品のかんたん検査組立

▶福島市北部

★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／8：00〜17：00
休日／土日（就業カレンダーによる）

時給1,000円

梱包オペレーター

検査オペレーター

▶福島市
★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

▶福島市
★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1,200円
(派)07-300482

0120-003-666

0120-71-6030

▶福島市西部
★空調完備の好環境です★長期安定しています
★同時スタートの方が複数いるので安心です！
時間／ 8：15〜17：00
20：15〜 5：00 ※2交替勤務
休日／シフト制、他長期連休
企業カレンダー
時給
円
に準ずる

）

検索

4

ENEOS

※日勤・夜勤・交替制・シフト制のおしごと選べます。

【派07-300153】
【07-ユ-300068】

福島営業所

(株)

▶伊達市
★かんたんセット作業がメインです！
★経験不問です ★50代の方も活躍しています！
時間／ 6：00〜14：30
14：20〜22：50 ※2交替勤務
休日／土・日・他長期連休
企業カレンダー
時給
円
に準ずる

（

福島

主催：
（株）コレクトプレイス ☎024-983-9568

福島駅

優先対応

こちらを
→ お仕事合同説明会
チェック

福島フォーラム

東北本線

11：00〜15：00

ダイユーエイトMAX 4F
アオウゼ 小活動室1・2

曽根田駅

お仕事合同説明会

6/24

木 web予約で

東北新幹線

日 時

第 47 回 地元密着型派遣〜正社員 まで 紹介可能！！

第2新卒・中途 “ 営業職特集”
《職業紹介》企業/職種説明会スケジュール
①11：30〜 Hot pepper beautyの
企画営業（リクルート様）月収25万以上

②12：30〜 新築そっくりさんの
完全反響営業（住友不動産様）年収500万以上

③13：30〜見積もり作成の完全反響営業
（アーク引っ越しセンター様）月給24万以上

④14：30〜福利厚生サービスの
法人営業（大同生命様）
2年目以降 平均月収30万以上

どんな営業スタイルなの？
営業目標はキツイのか？
採用している人物像って？
ワークライフバランスは
どうなのか？
歩合給はつくの？

営業職のそんな疑問を
解決します。
Zoomで参加はこちらから

民間のハローワーク07-ユ-300178

☎024-983-9568

