
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

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） 058-372-2462 （従業員数 0人
有期雇用派遣 21011- 5039961 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- 4694261 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 0576-32-2020 （従業員数 5人
正社員 21070- 4776461 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- 4796161 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- 4797061 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- 4798361 岐阜県下呂市金山町

(1) 8時15分～17時00分

雇用期間の定めなし 0576-32-2121 （従業員数 128人
正社員 21070- 4799661 岐阜県下呂市金山町

(1) 9時00分～17時30分

雇用期間の定めなし 0576-34-0028 （従業員数 4人
正社員 21070- 5019561 岐阜県下呂市金山町

(1) 9時00分～17時30分

雇用期間の定めなし 0576-34-0028 （従業員数 4人
正社員 21070- 5020861 岐阜県下呂市金山町

(1) 7時50分～17時00分

雇用期間の定めなし 0576-32-2596 （従業員数 23人
正社員 21070- 5035261 岐阜県下呂市金山町

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 23070-12035661 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 0576-33-2261 （従業員数 9人
正社員 21070- 4643361 岐阜県下呂市金山町

普通自動車免許ＡＴ

137,776円～154,998円年齢不問

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

雇用・労災・
健康・厚生

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

大型自動車免許一種

188,000円～258,000円年齢不問

雇用・労災・
健康・厚生

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

スチール部材溶接工及び
大型運転手

不問 月給 株式会社　ナガホラ 岐阜県下呂市金山町金山２８６
４－１

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許ＡＴ

152,000円～252,000円年齢不問

普通自動車免許一種

200,000円～250,000円年齢不問

雇用・労災・
健康・厚生

技術職＜設計＞（トライ
アル雇用併用求人）

不問 月給 有限会社　デザイン
オフィス・シィ

岐阜県下呂市金山町金山８２７
－１

店長・店長候補（トライ
アル雇用併用求人）

不問 月給 有限会社　デザイン
オフィス・シィ

岐阜県下呂市金山町金山８２７
－１

薬剤師

205,000円～211,900円適用除外

看護師

184,000円～254,100円適用除外

公災

雇用・労災・
健康・厚生

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

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

公災

省令２号
普通自動車免許一種

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

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

管理栄養士

187,908円～214,250円年齢不問

143,685円～143,685円年齢不問

平成28年10月6日
求人者名
電話番号
求人番号

所在地・就業場所

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

介護職員 18歳以上 月給 特定非営利活動法人
うららびより金山

岐阜県下呂市金山町金山９８８
－１

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

介護福祉士

154,000円～179,000円
介護職員初任者研修

ゴム製品の成型オペレー
ター（下呂市）

不問 時給（月給換算額） 株式会社　メディア
スタッフ各務原　中
濃支店

岐阜県各務原市鵜沼東町４丁目
４　阿部ビル２Ｆ西

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許ＡＴ

162,400円～162,400円年齢不問

℡ 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。 



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)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- 5183661 岐阜県下呂市金山町

(1) 8時00分～13時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 0776-67-5240 （従業員数 20人
パート労働者 18040- 5211161 岐阜県下呂市金山町

(1)16時00分～21時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） 0776-67-5240 （従業員数 20人
パート労働者 18040- 5212061 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
パート労働者 21070- 4695561 岐阜県下呂市金山町

(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- 4943561 岐阜県下呂市金山町

雇用・労災

776円～830円年齢不問

普通自動車免許一種

800円～900円省令２号

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

介護職員 18歳以上 時給 特定非営利活動法人
うららびより金山

岐阜県下呂市金山町金山９８８
－１

雇用・労災

790円～790円年齢不問

790円～790円年齢不問

労災

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

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

労災

776円～800円年齢不問

平成28年10月6日
求人者名
電話番号
求人番号

所在地・就業場所

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

℡ 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。 


