
 2017年11月１日～11月30日に
インターズーのHPに登録のあった動
物病院によるスタッフ募集の概要です。詳
細な情報はインターズーHPよりご確認の上、
応募に必要な手続きを取るようにしてください。
掲載をご希望の方：インターズーHPの「獣医師・
ペット関連求人情報」から求人登録（無料）が
可能です。登録情報は、HPには即日公開され、
『as』へは２カ月後に掲載となります。ご不
明な点がございましたら、お手数ですが
スタッフ募集担当（03-6407-9690）
宛てにご連絡ください。
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「獣医師・ペット関連求人情報」（http://www.interzoo.co.jp）

as 
動物看護師・
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アイコンの見方　正：正社員　A・P：アルバイト・パート

エリア 動物病院名 職種 雇用形態 コメント 住所 ☎電話番号

エリア 動物病院名 職種 雇用形態 コメント 住所 ☎電話番号

宮城 仙台夜間救急動物病院 動物看護師 正
A・P

救急疾患、重症症例の多い、やりがいのある職場です。連絡はオレンジ動物病院・原
（TEL：022-391-7423）まで。

仙台市宮城野区
小田原山本丁100-10 ―

栃木 動物病院川上 動物看護師 正 地域の中核動物病院です。 足利市田中町958-1 0284-72-1577

埼玉

KAI動物病院 動物看護師 
トリマー

正
A・P 地域に根ざした動物病院です。患者さんに近い診療をモットーにしています。 さいたま市見沼区風渡野278-3 048-682-1212

セントラルペットクリニック
川口病院 動物看護師 正

A・P 女性のみの動物病院です。明るく、元気で、勤勉な方を希望します。 川口市元郷5-26-22 048-225-9119

志木いわい動物病院 動物看護師 正
A・P

開院15年目。獣医師１名、動物看護師４名、クリーンスタッフ１名。2017年に大規模リフ
ォームを行い、診療スペースの拡充とスタッフ環境の整備を行いました。 志木市柏町4-2-12 048-474-1222

すみか動物病院 動物看護師 
トリマー 正 開院したばかりです。共に動物病院を盛り上げていきたいという方、お待ちしています。 八潮市大瀬4-35-20 048-915-1677

千葉
ありむらペットクリニック 動物看護師 正 患者さんが増えたため、スタッフがゆったり働けるように正社員を増員します。 市川市大洲2-8-29 047-300-9912

新習志野どうぶつ病院 その他スタッフ A・P 受付スタッフを募集しています。 習志野市袖ヶ浦4-17-6 047-408-1133

東京

南品川ペットクリニック トリマー 正 友愛動物病院グループの動物病院です。心身ともに負担の少ないトリミングを目指してい
ます。連絡はピージェイシー株式会社（TEL：03-5791-1122）まで。 品川区南品川2-14-15 ―

大岡山動物病院 動物看護師 
トリマー 正 明るく、清潔感のある動物病院です。画像診断、眼科、歯科、皮膚科、一般外科に力を入

れています。 大田区北千束3-29-8 03-6451-7016

芝浦ペットクリニック 動物看護師 A・P 週２～４日勤務のシフト制です。バイトの掛け持ちもOKです。 港区芝浦2-1-11 03-6459-4360

どうゆうペットクリニック 動物看護師 
トリマー 正 トリマーとして働きながら、動物看護を学びたい方を希望します。 渋谷区広尾2-1-8 03-3409-5538

アーバン動物病院 動物看護師 正 残業や休日出勤はありません。日曜は休診。土曜・祝日は午後４時までの診療です 新宿区大久保2-3-16 03-3204-1323

カーター動物病院 動物看護師 正 地域密着型の動物病院です。リハビリテーションに力を入れています。 世田谷区上馬2-30-16 03-5779-6093

アーツ動物クリニック 動物看護師 
トリマー

正
A・P トリマーは一人で仕上げまでできる方。動物看護師は経験不問です。 板橋区坂下1-27-11 03-6454-9066

ヒマラヤン動物病院 動物看護師 
トリマー

正
A・P スタッフが働きやすい環境を目指しています。 武蔵村山市三ツ藤2-43-11 042-560-6639

品川WAFどうぶつ病院 動物看護師 
トリマー

正
A・P 動物看護だけではなく、しつけやダイエット、看護指導なども担当してください。 品川区大崎5-1-5 03-6885-1839

マリア動物病院 動物看護師 
トリマー 正 開院２年目。新しい動物病院なので、スタッフの声を取り入れて、より良い診療を目指し

ています。 大田区西蒲田4-5-9 03-6410-9294

あらい動物病院 動物看護師 正
A・P 明るく、動物好きな方を募集しています。 世田谷区砧6-25-5 03-3416-7711

むさし小金井キャット
クリニック ねこの病院 動物看護師 正

A・P
本院のみなみ小金井動物病院と兼務していただける方を募集しています。連絡はみなみ小
金井動物病院（TEL：042-387-1218）までお願いします。 小金井市本町2-20-6 ― 

本郷獣医科病院 動物看護師 
トリマー

正
A・P 整形外科、軟部外科、局所麻酔による体表腫瘍のレーザー摘出などを得意としています。 文京区湯島4-1-21 03-3811-5590

イース動物病院 動物看護師 トリマー 
その他スタッフ

正
A・P 地域動物医療の中で、できるかぎり最善・最新の診療を行っています。 大田区大森西4-17-20 03-3768-7606

さぎのみや動物病院 動物看護師 
トリマー

正
A・P 動物看護師として、診療補助や検査手技を極めたい方。 中野区鷺宮5-2-8 03-5848-9753

東京動物医療センター 動物看護師 正
A・P オーナー様からのありがとうのお言葉を日本一多くいただける動物病院を目指しています。 杉並区松庵2-19-15 03-3331-3381

株式会社キャミック 動物看護師 正 主な業務は、受付・会計、予約電話受信、CT・MRI検査処置フォロー、覚醒後の患者ケ
アです。連絡は、TEL：044-455-5380まで。 江戸川区東葛西5-32-5 ―

ココニイル動物病院 動物看護師 
トリマー

正
A・P 業務拡大中。心の通った診療を心掛けています。 中野区野方1-30-2 03-3387-2211

東京

動物病院うみとそら 動物看護師 
トリマー

正
A・P 業務拡大中。心の通った診療を心掛けています。 杉並区和泉3-60-12 03-3327-1222

アリーズ動物病院 動物看護師 
トリマー

正
A・P 業務拡大中。心の通った診療を心掛けています。 渋谷区笹塚1-30-3 03-3465-1222

アテナ動物病院 青梅 動物看護師 正
A・P

人にも動物にもやさしい動物医療を目指しています。連絡はイオンペット採用担当
（TEL：047-700-2820）まで。

青梅市新町6-9-4
カインズホーム青梅インター店内 ―

イオン動物病院 日の出 動物看護師 正
A・P

人にも動物にもやさしい動物医療を目指しています。連絡はイオンペット採用担当
（TEL：047-700-2820）まで。

西多摩郡日の出町大字平井
字三吉野桜木273-3 ―

にじいろ
アニマルクリニック

動物看護師 
トリマー

正
A・P

動物看護師兼トリマーを募集しています。1人で仕上げまでできるトリミングのスキルがあ
る方。 立川市柴崎町2-25-7 042-548-3655

神奈川

森動物病院 動物看護師 正 開院17年目。一次診療動物病院です。 大和市西鶴間1-18-4 046-278-0812

くらた動物病院 動物看護師 正
A・P 犬や猫のほか、フェレット、ウサギ、ハリネズミなどの診療にも力を入れています。 川崎市高津区二子5-3-6 044-814-5521

アニマルクリニックイスト 動物看護師 
トリマー 正 飼い主様とのコミュニケーションを大切にした動物看護を目指しています。 海老名市柏ヶ谷682-106 046-292-1112

ぐるんぱ動物病院 動物看護師 正 向上心のある方を募集します。小さな動物病院ならではのきめ細かな対応を心掛けていま
す。 相模原市中央区相模原8-1-8 042-815-2298

公益社団法人神奈川県
動物愛護協会

動物看護師 
その他スタッフ

正
A・P

施設内の保護動物の飼育管理が主な仕事です。週３日程度。動物看護師経験者は附属動
物病院の動物看護師としての業務も入ります。 横浜市港北区篠原台町6-41 045-421-5592

ファミリーアニマル
ホスピタル高橋動物病院 動物看護師 正 当院では、動物看護師の仕事を「飼い主様と動物たちの心のケアをする主役」だと考えて

います。 大和市下鶴間1785-1 046-274-7662

シーサイド
アニマルクリニック

動物看護師 
その他スタッフ 正 動物看護学に興味があり、積極的に勉強ができる方を募集しています。 茅ヶ崎市東海岸北5-15-23 0467-98-4392

アリス動物病院 動物看護師 
トリマー

正
A・P 獣医師と動物看護師によるチーム動物医療を実践しています。 藤沢市鵠沼海岸6-9-18 0466-33-7789

あいあいペットクリニック 動物看護師 正
A・P 実務経験があり、結婚や出産で退職した方で、今までの経験を生かしたい方を歓迎します。川崎市幸区北加瀬1-7-24 044-587-9557

かたやま動物病院 動物看護師 正
A・P 動物診療補助に愛情と責任感があり、喜びを感じる方。 横浜市戸塚区下倉田町828-152 045-861-2230

山梨 飯島犬猫病院 動物看護師 正 院内勉強会を定期的に実施し、知識の蓄積と技術の向上に努めています。 富士吉田市上吉田5592 0555-22-5996

静岡
アン動物クリニック トリマー A・P 一人ですべての工程ができる方を希望します。 掛川市成滝642-3 0537-21-3310

駿河どうぶつの病院 動物看護師 
トリマー

正 
A・P 動物と飼い主様に対するホスピタリティを大切にしています。 静岡市駿河区高松1-16-1 054-236-1188

愛知

はとり動物病院 動物看護師 正 主な業務は診療補助と受付業務です。 名古屋市中川区服部3-703 052-431-0978

ライオン動物病院 動物看護師 正
A・P やりがいのある職場です。 岡崎市鴨田町池内93-5 0564-66-0777

アニウェル犬と猫の病院 動物看護師 正
A・P 教育制度が整っているため、着実にスキルアップできます。 日進市赤池1-2801 052-802-1221

桜山動物病院 動物看護師 正 飼い主さんと明るく話せる方。 名古屋市昭和区恵方町2-30 052-853-1215

京都
西京極どうぶつ病院 動物看護師 正

A・P
地域密着型の動物病院です。腫瘍（内科・外科）、軟部組織外科、エキゾチックアニマル
（ウサギ、フェレット）の診察に力を入れています。 京都市右京区西京極西大丸町43 075-325-3311

YIC京都ペット
総合専門学校

動物看護師 
その他スタッフ 正 詳細はWEB（http://www.yic-kyoto-pet.ac.jp/teacher-recruit/）をご覧ください。 京都市下京区油小路通

塩小路下る西油小路町27 075-371-4044

大阪

かすみヶ丘動物病院 動物看護師 正
A・P

ウサギやフェレット、鳥、カメ、ハムスターなどのエキゾチックアニマルの診療も積極的
に行っています。 堺市堺区石津町3-7-20 072-241-7703

ル・レーヴ動物病院 動物看護師 正
A・P 共に成長していける向上心がある方を希望します。 八尾市中田5-60-1 072-943-3323

タタラ動物病院 動物看護師 正 地域に密着した一次診療動物病院です。 富田林市喜志町5-8-7 0721-24-1535

このはな動物病院 動物看護師 
その他スタッフ

正
 A・P 地域動物医療に貢献できるよう、活動しています。 大阪市此花区四貫島1-7-4 06-6469-1122

奈良 法蓮ペットクリニック 動物看護師 
トリマー

正
A・P チームワークを大切にしています。 奈良市法蓮町986-72 0742-22-1500

広島 ゆう動物病院 動物看護師 A・P １月開院予定の動物病院です。明るく、責任感のある方。 福山市手城町3-14-23 ―

福岡

公益社団法人北九州市
獣医師会夜間救急動物病院 動物看護師 正

A・P 地域住民のニーズや期待に応えるため、新たにスタッフを募集します。 北九州市八幡東区東田1-3-6 093-662-1054

ひろ動物病院 動物看護師 正
A・P

１月開院予定。オープン前なので、履歴書は市川社会保険労務士事務所（福岡市中央区
天神3-10-32）までお送りください。 久留米市蛍川町4-5 092-741-7671

大分 大分動物医療センター 動物看護師 
トリマー

正
A・P 開院３年目。外来数の増加に伴い、動物看護師とトリマーを数名ずつ募集します。 大分市大字三芳1074-13 097-543-5500

お詫びと訂正
このページの記載に誤りがありましたので、訂正させていただきます。

読者の皆様および関係者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたことを、謹んでお詫び申し上げます。

アポロどうぶつ病院（埼玉県）、アンソニー動物病院（東京都）、けやき動物病院（東京都）、あい動物病院（東京都）、アルバーロ動物病院（東京都）、
イストEMPS事業部（東京都）、フラン動物病院（東京都）、いせざき町動物病院（神奈川県）、とかわ犬猫病院（神奈川県）、

かわさき　もみの木動物病院（神奈川県）、サーナペットクリニック（神奈川県）、岡谷動物病院（長野県）、いがらし動物病院（長野県）、しんぼ犬猫病院（新潟県）、
袋井動物病院（静岡県）、EPファーマライン大阪支店（兵庫県）、あきペットクリニック（兵庫県）、備後ペットクリニック（広島県）

　上記の求人情報について、弊社の編集上のミスにより古い情報を掲載してしまいました。
今後チェック体制をより強化し、再発防止に努めてまいります。誠に申し訳ありませんでした。


