
0
年齢・

職種 指針　 賃金 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 0576-32-4016 （従業員数 62人
正社員 21070- 3574461 岐阜県下呂市金山町

(1) 7時30分～16時30分
(2) 9時00分～18時00分
(3)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし 0576-32-2131 （従業員数 21人
正社員 21070- 3240461 岐阜県下呂市金山町

交替制あり

(1) 8時15分～17時00分
(2) 6時00分～15時00分
(3)13時00分～21時00分

雇用期間の定めなし 0576-32-2121 （従業員数 128人
正社員 21070- 3423061 岐阜県下呂市

(1) 8時15分～17時00分

雇用期間の定めなし 0576-32-2121 （従業員数 128人
正社員 21070- 3424361 岐阜県下呂市

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 0576-32-2020 （従業員数 5人
正社員 21070- 3538061 岐阜県下呂市

交替制あり

(1) 7時30分～16時30分
(2) 8時30分～17時30分
(3) 9時30分～18時30分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 0576-52-1279 （従業員数 55人
正社員以外 21040- 4544361 岐阜県下呂市

変形（１年単位）

(1) 9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし 0569-29-4997 （従業員数 7人
正社員 23070- 7827961 岐阜県下呂市

交替制あり

(1) 9時30分～18時30分
(2)13時15分～22時15分
(3)22時00分～ 7時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 0576-52-1279 （従業員数 49人
正社員以外 21040- 4047461 岐阜県下呂市

交替制あり

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 0576-52-1279 （従業員数 49人
正社員以外 21040- 3904561 岐阜県下呂市

(1) 8時15分～17時00分
(2) 8時15分～12時15分

雇用期間の定めなし 0576-32-2121 （従業員数 135人
正社員 21070- 3115161 岐阜県下呂市金山町

(1) 8時15分～17時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 0576-32-2121 （従業員数 135人
正社員以外 21070- 3107161 岐阜県下呂市金山町

(1) 8時15分～17時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 0576-32-2121 （従業員数 135人
正社員以外 21070- 3108061 岐阜県下呂市金山町

(1) 7時15分～16時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 0576-32-2121 （従業員数 135人
正社員以外 21070- 3109361 岐阜県下呂市金山町

(1) 8時30分～19時00分

雇用期間の定めなし 0576-32-3388 （従業員数 8人
正社員 21070- 2764261 岐阜県下呂市

(1) 8時30分～19時00分

雇用期間の定めなし 0576-32-3388 （従業員数 8人
正社員 21070- 2765561 岐阜県下呂市

(1) 8時30分～19時00分

雇用期間の定めなし 0576-32-3388 （従業員数 2人
正社員 21070- 2766461 岐阜県下呂市

製品圧入作業及び工場内
軽作業

不問 日給(月給換算額) 金本工業　有限会社 岐阜県下呂市金山町東沓部１７
４－２２

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許一種

129,970円～179,990円年齢不問

平成28年7月7日
求人者名
電話番号
求人番号

所在地・就業場所

看護師 18歳～50
歳

月給 下呂市立金山病院 岐阜県下呂市金山町金山９７３
番地６

介護職員 18歳以上 月給 特定非営利活動法人
うらら金山

岐阜県下呂市金山町金山９８８
－１

公災 看護師

184,000円～254,100円適用除外

介護福祉士

154,000円～179,000円
介護職員初任者研修

省令２号
普通自動車免許一種

雇用・労災・
健康・厚生

燃料の販売及び車に関す
る作業

不問 月給 山口石油株式会社 岐阜県下呂市金山町金山１９７
７

薬剤師 40歳以下 月給 下呂市立金山病院 岐阜県下呂市金山町金山９７３
番地６

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許一種

178,900円～198,900円年齢不問

薬剤師

180,500円～251,900円適用除外

公災

ルート営業（飛騨金山営
業所）

40歳以下 月給 株式会社　中京医薬
品

愛知県半田市亀崎北浦町２丁目
１５－１

「看護」：看護職（かな
やま）

不問 月給 社会福祉法人　下呂
福祉会

下呂市萩原町羽根２７１０－３

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許ＡＴ

207,700円～248,900円省令３号
のイ

看護師

185,000円～190,000円
准看護師

年齢不問

雇用・労災・
健康・厚生

「介護」：介護職（かな
やま）

不問 月給 社会福祉法人　下呂
福祉会

下呂市萩原町羽根２７１０－３

「介護」：介護職（かな
やま）

不問 月給 社会福祉法人　下呂
福祉会

下呂市萩原町羽根２７１０－３

雇用・労災・
健康・厚生

ホームヘルパー２級

155,000円～160,000円年齢不問

ホームヘルパー２級

165,000円～170,000円年齢不問

雇用・労災・
健康・厚生

管理栄養士 不問 時給(月給換算額) 下呂市立金山病院 岐阜県下呂市金山町金山９７３
番地６

歯科衛生士 29歳以下 月給 下呂市立金山病院 岐阜県下呂市金山町金山９７３
番地６

雇用・労災・
健康・厚生

管理栄養士

187,908円～214,250円年齢不問

歯科衛生士

158,100円～158,100円適用除外

公災

臨床工学技士 不問 時給(月給換算額) 下呂市立金山病院 岐阜県下呂市金山町金山９７３
番地６

事務職員 不問 時給(月給換算額) 下呂市立金山病院 岐阜県下呂市金山町金山９７３
番地６

雇用・労災・
健康・厚生

臨床工学技士

201,159円～214,250円年齢不問

143,685円～143,685円年齢不問

雇用・労災・
健康・厚生

整備見習い 不問 月給 株式会社　アイギ 岐阜県下呂市金山町金山２６２
７－５

整備士 不問 月給 株式会社　アイギ 岐阜県下呂市金山町金山２６２
７－５

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

190,000円～230,000円年齢不問

自動車整備士（３
級）

250,000円～280,000円年齢不問

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

営業（自動車販売等） 40歳以下 月給 株式会社　アイギ 岐阜県下呂市金山町金山２６２
７－５

普通自動車免許一種

185,000円～250,000円省令３号
のイ

雇用・労災・
健康・厚生

℡ 0574-25-2178 

ハローワーク美濃加茂 

  （美濃加茂公共職業安定所） 
◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ フルタイム求人の年棒・日給・時給は月額換算表示です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。 

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 



0
年齢・

職種 指針　 賃金 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

平成28年7月7日
求人者名
電話番号
求人番号

所在地・就業場所

℡ 0574-25-2178 

ハローワーク美濃加茂 

  （美濃加茂公共職業安定所） 
◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ フルタイム求人の年棒・日給・時給は月額換算表示です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。 

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 0576-32-3337 （従業員数 6人
正社員 21070- 2831861 岐阜県下呂市

(1) 8時00分～16時50分

雇用期間の定めなし 0576-35-2109 （従業員数 17人
正社員 21070- 2842361 岐阜県下呂市

(1) 8時15分～17時00分
(2) 8時15分～12時15分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 0576-32-2121 （従業員数 130人
正社員以外 21070- 2866161 岐阜県下呂市金山町

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 0576-32-2022 （従業員数 11人
正社員 21070- 2900561 岐阜県下呂市金山町

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 0576-32-2022 （従業員数 8人
正社員 21070- 2902761 岐阜県下呂市金山町

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 0576-32-3182 （従業員数 31人
正社員 21070- 2923661 岐阜県下呂市

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 0576-33-2261 （従業員数 9人
正社員 21070- 2727861 岐阜県下呂市

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 0576-32-2415 （従業員数 13人
正社員 21070- 2386561 岐阜県下呂市金山町 厚生年金基金

変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 0574-78-3023 （従業員数 62人
正社員以外 21070- 2437061 岐阜県下呂市

(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 0576-32-2022 （従業員数 8人
正社員 21070- 2470061 岐阜県下呂市金山町

交替制あり

(1) 8時30分～16時30分
(2)10時00分～18時00分

雇用期間の定めなし 0576-32-4040 （従業員数 40人
正社員 21070- 2599461 岐阜県下呂市

石材加工及び施工（トラ
イアル雇用併用求人）

40歳以下 月給 有限会社加藤石材店 岐阜県下呂市金山町金山２０８
１－２３

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許一種

180,000円～370,000円省令３号
のイ

作業療法士（下呂市立金
山病院）

不問 時給(月給換算額) 下呂市立金山病院 岐阜県下呂市金山町金山９７３
番地６

現場監督・現場監督見習
い

35歳以下 月給 株式会社　田口建築 岐阜県下呂市金山町祖師野１０
０１－６

雇用・労災・
健康・厚生

作業療法士

177,363円～189,349円年齢不問

普通自動車免許一種

202,920円～241,000円省令３号
のイ

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

ホームページ企画・制作
（トライアル雇用併用求
人）

35歳以下 月給 株式会社　コムズ
（旧社名　株式会社
金山印刷所）

岐阜県下呂市金山町金山１９９
３

コンピューターオペレー
ター（トライアル雇用併
用求人）

35歳以下 月給 株式会社　コムズ
（旧社名　株式会社
金山印刷所）

岐阜県下呂市金山町金山１９９
３

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許ＡＴ

150,000円～170,000円省令３号
のイ

150,000円～170,000円省令３号
のイ

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

自動車部品の旋削加工 不問 時給(月給換算額) 有限会社　丸喜工業 岐阜県下呂市金山町菅田桐洞１
９４－１

現場監督（土木・建築） 不問 月給 株式会社　讃建 岐阜県下呂市金山町金山３２５
５－１

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許ＡＴ

142,000円～159,800円年齢不問

土木施工管理技士１
級

230,000円～295,000円
建築施工管理技士１
級年齢不問
普通自動車免許一種

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

組立作業 45歳以下 日給(月給換算額) 岐阜部品株式会社 岐阜県加茂郡東白川村越原３３
－１

土木技術者 不問 月給 金山土木協業組合 岐阜県下呂市金山町下原町２４
番地１

雇用・労災・
健康・厚生

136,920円～136,920円省令３号
のイ

普通自動車免許ＡＴ

210,000円～280,000円年齢不問

雇用・労災・
健康・厚生

調理師、調理師見習い 45歳以下 月給 株式会社　別館飛山 岐阜県下呂市金山町金山１８８
５－３

コピーライター（トライ
アル雇用併用求人）

35歳以下 月給 株式会社　コムズ
（旧社名　株式会社
金山印刷所）

岐阜県下呂市金山町金山１９９
３

雇用・労災・
健康・厚生

調理師

140,000円～200,000円省令３号
のイ

普通自動車免許ＡＴ

150,000円～200,000円省令３号
のイ

雇用・労災・
健康・厚生・
財形



年齢・

職種 指針　 賃金 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

(1) 8時00分～13時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 0776-67-5243 （従業員数 20人
パート労働者 18040- 3377861 岐阜県下呂市

(1)16時00分～21時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 0776-67-5243 （従業員数 20人
パート労働者 18040- 3378961 岐阜県下呂市

(1)16時45分～19時30分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 0776-67-3400 （従業員数10,467人
パート労働者 18040- 3603061 岐阜県下呂市

(1) 7時30分～14時45分
(2)13時15分～19時45分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 058-264-9820 （従業員数 7人
パート労働者 21010-18715461 岐阜県下呂市

(1) 7時30分～16時30分
(2) 9時00分～18時00分
(3)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし 0576-32-2131 （従業員数 21人
パート労働者 21070- 3243961 岐阜県下呂市

(1) 7時30分～12時30分
(2) 8時00分～13時00分
(3)18時00分～21時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 0576-32-3232 （従業員数 24人
パート労働者 21070- 3449161 岐阜県下呂市

754円～830円年齢不問

雇用・労災レジカウンター　食事の
提供　清掃業務

不問 時給 松岡林業有限会社 岐阜県下呂市金山町大船渡６６
８番地の１

雇用・労災 普通自動車免許一種

800円～900円省令２号

800円～850円年齢不問

雇用・労災・
健康・厚生

介護職員 18歳以上 時給 特定非営利活動法人
うらら金山

岐阜県下呂市金山町金山９８８
－１

調理補助（下呂市） 不問 時給 富士産業　株式会社
岐阜事業部

岐阜市吉野町６丁目１６番地
大同生命広瀬ビル９階１号室

労災

754円～800円年齢不問

760円～760円年齢不問

雇用・労災

販売員（アルバイト）＜
飛騨金山店＞

不問 時給 株式会社　コメリ
北陸地区本部

福井県坂井市丸岡町玄女１４－
１

レジ担当＜金山店＞ 不問 時給 ゲンキー　株式会社 福井県坂井市丸岡町下久米田３
８－３３

労災

760円～760円年齢不問

平成28年7月7日
求人者名
電話番号
求人番号

所在地・就業場所

早朝商品補充＜金山店＞ 不問 時給 ゲンキー　株式会社 福井県坂井市丸岡町下久米田３
８－３３

℡ 0574-25-2178 

ハローワーク美濃加茂 

  （美濃加茂公共職業安定所） 
◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。 

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 


