四 国・九 州

観音寺市

香川県

熊本市

熊本県

動物病院へ応募をするには

1次診療動物病院

学術系動物病院

求人情報から気になる動物病院を見つけたら、各病院のQRコードからHippo-Worksにアクセス。

月給：260,000円

月給：260,000円

Hippo-Worksでは、無料会員登録をすると動物病院の詳細な求人情報を閲覧でき、求人にエントリーすることができます。

犬猫の診察を中心に、
エキゾチックペットの
診察もしています。

仲の良いアットホームな病院です。予防関係から高度な専門治療（特に神
経疾患）
まで幅広く経験でき、学会やセミナーにも積極的に参加していま
す。一次診療から神経疾患の専門的治療を学ぶことができます。

もしくは、下記電話番号リストより、
【Hippo-Worksを見て電話した】旨を伝え、採用担当者様へご連絡ください。

職 正社員
（無期雇用）

職 正社員
（無期雇用）

従 獣1名、
看3名、
その他1名

従 獣2名、
看5名

時 8:30〜19:00

時 8:30〜19:30

残 固定なし

残 14時間

Hippo-Worksオンラインに無料会員登録。
必要情報を入力して応募してください。

休 週休1日制

試 3ヶ月

電話で連絡する場合

（月平均6日）

診 6ヶ月程度

試 3ヶ月

術 3ヶ月程度

県外の勉強会や実習にも積極的に参加しております。多目的室では、
パピークラス、
しつけ教室、シニア犬セミナー、譲渡会、
うさぎの教室
等を開催しております。一緒に成長していける方を募集しております。

どんな疾患でも正しい治療を提供できるよう知識や技術のアップデー
トに努め、
ジェネラリストとスペシャリストを共に追い求める病院です。
興味のある分野は病院が全力でバックアップします。

はるひな動物病院

烏城ペットクリニック

香川県観音寺市木之郷町974-1
須藤 直人（岩手大学・内科学研究室）

熊本県熊本市南区川尻6-8-7
長井 新（酪農学園大学・伝染病研究室）

熊本県

1.5次診療動物病院

別府市

大分県

1.5次診療動物病院
獣医内視鏡外科手術・技術認定レベルⅠ

（日本獣医内視鏡外科研究会）

16列マルチスライスCT検査機器を導入しており、周囲病院から多数の患
者様のご紹介を頂いております。院内新人研修や外部のセミナー研修も
充実し、先輩獣医師からの丁寧な指導の元、
レベルアップを図れます。社保
完備。退職金制度あります！
職 正社員
（無期雇用）

診療時間など忙しい時間を避け、目的を明確・丁寧に伝えてください

求人掲載動物病院の連絡先一覧（掲載順）※求人情報の掲載順序は都道府県順になります。

診 1ヶ月程度
術 6ヶ月程度

月給：280,000円

応募したい病院の求人情報詳細ページから応募ボタンをクリック。
担当者様からの連絡をお待ちください。

（20,000円相当）

休 週休2日制
（月平均8日）

菊池郡

HPから応募する場合

札幌総合動物病院
011-893-7171
ちぎら動物病院
0297-70-2620
大久保動物病院
027-361-2077
桑原動物病院
027-221-6696
ぐぅ動物病院
048-942-1152
くみ動物病院
048-953-7755
城山通りどうぶつ病院
048-487-8398
あさか台動物病院
048-460-5522
けやき動物病院富士見
049-275-1100
フジタ動物病院
048-775-3338
鈴木犬猫病院
043-252-1303
エイ.ランドおゆみ野動物病院
043-291-8622
ときわだいら動物病院
047-385-1020
ハロー動物病院
047-441-3388
習志野動物医療センター りょう動物病院 047-470-5226
東千葉動物医療センター（沢村獣医科病院）
0475-52-3935
市原・山口動物病院
0436-61-3230
ダクタリ動物病院 東京医療センター 03-5420-0012
ティアハイムどうぶつ病院
03-5567-4111
ひろ動物病院
03-3891-3366

日本動物高度医療センター（川崎・東京・名古屋）
044-850-1320
あかつき動物病院
03-6404-6049
駒沢どうぶつ病院
03-3421-7009
吉池獣医科病院
03-3420-7711
久山獣医科病院
03-3917-4796
プリモ動物病院グループ（相模原・練馬） 042-860-6980
こまつ動物病院
03-5933-1717
くにたち動物病院
042-580-4166
ポウズ動物病院
042-391-9912
ALLONE動物病院グループ
042-683-1011
ごんた動物病院
042-497-9283
王禅寺ペットクリニック
044-953-5530
関内どうぶつクリニック
045-243-6417
アニマルライフサポート
045-801-3770
みかん動物病院
0463-84-4565
希望の丘どうぶつ病院
0767-57-5576
ノア動物病院 城東センター病院
055-233-4126
いがらし動物病院
026-225-9326
ポウ動物病院
0268-23-6910
カーサ動物病院
058-380-4177

月給：250,000円以上
温泉県おおいたの別
府市にある病院です。
症例数が多いので、多
くの経験を積むことが
出来ます。

獣医師のしごと情報誌

従 獣4名、
看7名、
他6名
時 9:00〜19:00

職 正社員
（無期雇用）

残 30時間
（30,000円相当）

従 獣8名、
看16名

休 完全週休2日制
（平日1日＋日曜日）
試 3ヶ月
診 1〜3ヶ月程度
術 3ヶ月程度

Vol.3

受付・その他6名

時 8:30〜21:00
残 固定残業なし
休 週休2日or3日制
試 0ヶ月

編集協力
発 行 人

診 2ヶ月程度
術 3ヶ月程度

発

行
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遠方なので、実習の宿泊場所はこちらで準備致します。休暇は取りやす
い職場です。家族手当、家賃手当や夜勤手当等があります。

大津動物クリニック

すえつぐ動物病院

熊本県菊池郡大津町室３１７-１
藤本 晋輔（日本獣医生命科学大学）

大分県別府市松原町1-8
池谷 大輔（日本大学・獣医放射学研究室）

（求人サイト）
https://hippos.co.jp/
（コーポレートサイト）

読者の皆様へ

東京都渋谷区元代々木町33-8
元代々木サンサンビル2F

https://work.hippos.co.jp/
動物医療に携わる者として腕を磨きたいと思っている方には、とても
やりがいのある職場だと思います。個々の能力を最大限に評価しま
す。お互いに刺激し合いながら、共に成長していきましょう。

ハミング動物病院
053-489-6701
金沢獣医科
0536-22-0601
くじら動物病院
0532-46-5592
こざわ犬猫病院
052-733-3565
長屋動物医療センター
052-802-1200
陶のまち動物病院
0561-65-3111
比良動物病院
077-594-0608
あさひ動物病院
0740-25-5675
森動物病院
0748-37-5222
フルール動物病院 滋賀どうぶつ循環器センター
077-581-3210
メイプル動物病院
075-821-1055
あず動物病院
0774-63-7684
西長堀動物病院
06-6532-8711
バーニー動物病院
06-6997-3612
さかいペットクリニック
072-232-2878
倉敷動物愛護病院
086-465-3778
はるひな動物病院
0875-27-8912
烏城ペットクリニック
096-277-1255
大津動物クリニック
096-293-5654
すえつぐ動物病院
0977-25-5556

編 集 部

TEL：03-5790-9824
E-mail：inquiry@hippos.co.jp

本紙の一部または全部を無断で複写・複製・転載することを禁じます。
Copyright©2019 HIPPOS ,.Inc All Rights Reserved

HIPPOSでは、求職者様（獣医学生）にとって信頼できる求人情報を提供するために、
労働基準法や若者雇用促進法等の関係諸法規に準じた基準での掲載を目指しています。
掲載の基準は、求人情報提供ガイドラインを基準としております。
万が一、実際の勤務状況が求人広告の掲載事項と異なっていた場合には、下記メールまでご連絡ください。
詳細確認を伺い、当該企業への事実確認を行わせて頂きます。
HIPPOS相談窓口：
info@hippos.co.jp

