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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!!

相　談 企業へ紹介 採　用 お仕事START
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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 小活動室1・2

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 ※日勤・夜勤・交替制・シフト制のおしごと選べます。

第49回 地元密着型派遣～正社員まで紹介可能!!
web予約で

優先対応

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

感染防止
対策実施中　服装自由履歴書不要

入退場自由予約不要

株式会社 アイメージ
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【派07-300153】【07-ユ-300068】

0120-71-6030
福島営業所(株)

(派)07-300482
【派07-300191】【07-ユ-300125】

0800-222-0639

【派07-010013】【07-ユ-010012】

☎024-591-5518

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

一般事務
福
島
市
東
部

★土日祝日お休み！
★Excel、Wordでの書類作成、
   データ入力、ファイリング、テプラ作成等
時間／8：30～17：30
休日／土・日・祝 他

時給1,025円～+交通費

ピックアップおすすめ求人

お仕事合同説明会

（派）07-300541

☎024-563-5515

人材派遣 派07-010033　

職業紹介 07-ユ-010017 業務請負

0120-55-0936 

工場内事務
国見町

★長期就業可能！人気のお仕事です！
★mailで部品などの受発注対応、
　取引先企業からの電話取り次ぎ応対等
時間／8：00～16：30
　　　※8：30～、9：00～も可能
休日／土・日・祝 他

時給1,025円～+交通費

【夜勤】医療事務
福島市

★シフト制のため希望休が取りやすいです。
★窓口業務（受付/会計）、
　国保/社保等へのレセプト請求、
　書類整理等
時間／①18：00～0：00 ②0：00～8：00
休日／シフト制による 月8日程度

時給1,050円+深夜割増～+交通費

製造スタッフ
福島市西部

★工場内での電子部品関係のお仕事！
★ケーブルのカットや曲げ、部品挿入、
　手はんだ付け作業等
時間／8：30～17：30
休日／土・日・祝 他

時給1,050円～+交通費

自動車部品の成形作業
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
        （企業カレンダーに準ずる）

時給1,200円

部品の組立、セット作業
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
       （企業カレンダーに準ずる）

時給1,050円

モーター部品の組立、検査
福島市南部

★人気の日勤☆完全週休二日制
★残業ありません
時間／8：15～17：00(日勤）
休日／土・日・祝・他長期連休
　　　（企業カレンダーに準ずる）

時給1,020円

部品の組立検査
二本松市

★残業少ないです。
★人気の日勤のみのお仕事です。 
時間／8：30～17：00(日勤）
休日／土・日・他長期連休
　　　（企業カレンダーに準ずる）

時給1,050円

電動自転車の部品組立
南
福
島

★きれいな職場で親切な
　作業指導が有ります。
　電気ドライバーの得意な方大歓迎
★男女活躍中
時間／8：30～17：15（実働8h）
休日／土、日（会社カレンダー）

時給1,007円＋交通費

装置の組立・検査
①保原 ②二本松

★図面を見て、工具を使って
　コツコツと装置を
　組み立てていく作業です
時間／①8：20～17：25 ②8：15〜17：20
休日／①土日（会社カレンダー）
　　　②日月（会社カレンダー）

時給1,000円＋交通費

基板の部品挿入、検査、修正作業
福島市西部

★ハンダ付け経験者歓迎
★女性活躍中
時間／9：00〜16：00（6h）
休日／土曜、日曜、祝日(会社カレンダー)

時給943円＋交通費

鋳造製品の仕上げ加工
福島市西部

★体力に自信のある方歓迎
★玉掛資格者優遇
時間／8：00～17：00
※8：00～17：45、20：00～5：45
　の交替5勤2休の可能性有
休日／土日又は工場カレンダーによる
待遇／各種社会保険完備、交通費支給

時給1,428円〜月収28万円以上可

医療製品の検査業務
福
島
市

★研修制度充実
トレーナーがしっかり研修致します。
勤務／月～金（会社カレンダー）
時間／８：00～16：30
休日／土、日、祝（会社カレンダー）

時給1,050円

事務補助兼ショールーム内接客
福島市

★研修制度充実
トレーナーがしっかり研修致します。
勤務／月、木、金、土、日
         （会社カレンダー及びシフト制）
時間／9：00～17：00（所定7ｈ～8ｈ応相談）
休日／火、第二水曜日、その他2～３回
        （会社カレンダー）

時給1,300円

梱包・収納・ピッキングのオシゴト
本宮市

★研修制度充実
トレーナーがしっかり研修致します。
勤務／シフト制（就業カレンダー）
時間／5：15～14：15・14：15～23：15（交替勤務）
休日／シフト制（就業カレンダー）

時給1,150円

カンタンな部品組立・検査
福島市

★研修制度充実
トレーナーがしっかり研修致します。
勤務／月～金（会社カレンダー）
時間／8：30～17：30
休日／土、日（会社カレンダー）

時給1,000円

LEDの製造（検査）
二本松市

★高時給!月収20万円以上も可能です!
★福島市からも通いやすい立地♪
★その他〈3交替・マシンOP〉等あり!
時間／8：10～16：50
休日／シフト制（4勤１休）

時給1,280円～+交通費

学童保育スタッフ／パート
福島市内

★見守り、おやつ準備等のお仕事です！
★子供が好きな方、子育て経験者大歓迎♪♪
時間／①13：00～18：00 
　　　②8：00～19：00（内8ｈ）
　　　※②は学校休暇日のみ
休日／日・祝※勤務日数相談可

時給1,088円～+交通費

ゴミ拾い作業
福
島
市

★週4～OK！
　シニア世代活躍中
時間／8：00～17：00
休日／日祝

時給1,200円

プラスチック製品の検査・箱詰め
二本松市

★日勤専属、
　交代制どちらもOKです
時間／8：30～17：00
休日／土日祝

時給1,045円

ボトルの箱詰め、キャップ閉め作業
米沢市

★日勤専属、交代制どちらもOKです
★福島市内から通える距離です
時間／8：30～17：30
休日／土日祝

時給1,000円

時給950円

調味料などの食品製造
伊達市

★日勤専属募集！
★電車通勤OK
時間／8：00～17：00
休日／土日祝

自動車用電子機器の組立・検査
福
島
市
南
部

★大幅増員決定！！初心者OK！
★日勤・夜勤えらべます♪
★キレイな工場で働きませんか？
時間／8：30～17：15、6：00～14：45、
　　　18：00～2：45、他
休日／土日祝（会社カレンダー）

時給1,000円～+交通費

自動車部品の製造加工
福島市西部

★高時給！月給30万円以上可！
★〈機械加工業務〉製品の加工機への脱着、
    ゲージの確認を行っていただきます。
時間／①8：00～17：00、20：00～5：00
　　　②8：00～17：45、20：00～5：45 2交替制

休日／シフト制（4勤2休または5勤2休）
         会社カレンダー

時給1,500円～+交通費

アミューズメント機器のらくらく組立
二本松市

★日勤・土日祝休み！ラインでの
    単純作業です。
★製造経験は問いません、未経験の方
   でもOKです！
時間／8：30～17：15
休日／土日祝（会社カレンダー）

時給970円+交通費

簡単な基板の組立・検査業務
福島市西部

★9時出勤♪未経験者OK！！
　パートタイム希望の方にピッタリです!
★電子基板へ部品の挿入・検査、
★梱包の作業を行っていただきます。
時間／9：00～16：00
休日／土日祝（会社カレンダー）

時給970円+交通費

KDDI（株）・ソフトバンク（株）
社員採用

福
島
市

正社員登用実績70％以上
セールスアドバイザー
豊富なキャリアステップあり
20〜30代男女活躍!

月給24万円＋各種手当

（株）リクルート中途採用
郡山、仙台、首都圏

提案営業職・アドバイザー職
（採用事業部）
SUUMO、HotPepper、リクナビ
20代男女活躍中!
通勤交通費全額支給

月給22万～30万円以上

コンビニFC企業のスーパーバイザー職
福島市、郡山市、いわき市

担当エリア店舗のサポート
（販売促進、収益改善の提案など）
充実の研修体制、大手企業の
安心待遇あり

年収450～500万円

A.I.と画像処理プログラミング補助
郡山東部、西部

未経験から育てる育成枠！
プログラミングへの熱意を
教えてください。
時間／9：00～18：00
休日／土日祝

月給見込16万円～

0120-003-666

12月中旬

スタート 12月

スタート

即入社
OK

詳細などは

面接時(要予約)に

ご説明致します

説明会▶11/25（木）
■サンライフ福島 13：00〜15：00

フォークリフト運転可能であれば時給1,300円

契約社員期間限定

正社員

正社員

正社員

電子機器の製造／日勤
福島市南部

★未経験でも大丈夫!親切丁寧に
　教えてもらえる環境です♪
★公共交通機関での通勤可能です♪
★夜勤専属も同時募集中!!
時間／8：30～17：15
休日／土・日・祝（会社カレンダー）

時給1,000円～+交通費

旅館での接客サービス
福
島
市
北
部

★〈期間限定！即日～R4/1/5まで〉
★WワークOK！勤務日数は
　お気軽にご相談下さい。
★週末勤務できる方大歓迎！！
時間／16：30～21：30
休日／シフト制

時給1,052円+交通費

《スキルアップボーナスあり》※会社規定


