
採用人数：６名

担当職務 ①半導体検査オペレーター　（交替勤務）

職務内容

■当社半導体テストラインにおいて、以下の業務を担当します。

・ウエハテスト工程の運用（テスター等の設備を用いた半導体製品の検査・測定）

・顧客への製品の入出荷手配など

学歴 不問

定年 60歳／再雇用制度あり

資格 不問

語学力 不問

応募資格/条件

■必須条件：

半導体に関する興味をお持ちの方

■歓迎条件：

半導体の生産・テスト関連の業務経験

勤務地 株式会社テラプローブ　九州事業所（住所：熊本県葦北郡芦北町湯浦1580-1）

通勤
自家用車による通勤可（駐車場あり（無料））

会社による通勤バス運行（八代市内・芦北町～事業所間）

転勤 原則なし（但し、将来的な転勤可能性はゼロではありません）

昼勤：8：30～20：45

夜勤：20：30～8：45

■残業：月５～1０時間程度■４日勤務、４日休日の交替勤務制度

休日休暇補足事項

４日勤務４日休日の交替勤務制度

有給休暇（勤続年数にかかわらず20日付与…期間4/1～翌3/31※入社日に応じて按分付与）

慶弔休暇、リフレッシュ休暇、ファミリーフレンドリー休暇

試用期間 ６ヵ月

試用期間補足事項
採用時の給与・待遇については、試用期間満了時に、試用期間中の業務実績・成果を踏まえて見直すことがありま

す。

基本給（月額） 145,000～300,000円

その他固定手当（月額） 19,100円

賞与 年2回（6月・12月）

給与補足事項
■「その他固定手当」：交替勤務手当

■昇給：年1回（4月）

退職金等 退職一時金および確定拠出年金制度（ＤＣ）

教育制度及び資格補助 業務知識についてはOJTが基本。一般的なビジネススキル・外国語については動画教育制度利用可。

通勤手当 会社規定に基づき全額支給

家族手当 扶養手当　※非管理職のみ支給

住宅手当 なし

寮・社宅 30歳未満の場合、借上住宅貸与（自己負担あり）

福利厚生

その他補足事項

■カフェテリアプラン制度（年間4万円相当）

■財形貯蓄制度

■語学学習費用補助制度

■社内TOEIC(R)受験料全額会社負担

■社員食堂（工場拠点のみ。それ以外の拠点勤務者には食事手当3,000円／月を支給）

■プロジェクトボーナス　他

就業時間

株式会社テラプローブ　求人要項



採用人数：3名

担当職務 ②半導体設備・治工具保全エンジニア　（交替勤務）

職務内容

■当社半導体設備・治工具保全エンジニアとして、以下の業務を担当します。

・ウエハテスト工程の全設備・治工具の予防・事後保全業務及び改善業務

・ＭＴＴＲ／ＭＴＢＦ改善、予備部品、計量器の管理、顧客異常報告

学歴 不問

定年 60歳／再雇用制度あり

資格 不問

語学力 不問

応募資格/条件

■必須条件：

半導体に関する興味をお持ちの方

■歓迎条件：

半導体の生産・テスト関連の業務経験

勤務地 株式会社テラプローブ　九州事業所（住所：熊本県葦北郡芦北町湯浦1580-1）

通勤
自家用車による通勤可（駐車場あり（無料））

会社による通勤バス運行（八代市内・芦北町～事業所間）

転勤 原則なし（但し、将来的な転勤可能性はゼロではありません）

昼勤：8：30～20：45

夜勤：20：30～8：45

■残業：月1０時間程度■４日勤務、４日休日の交替勤務制度

休日休暇補足事項

４日勤務４日休日の交替勤務制度

有給休暇（勤続年数にかかわらず20日付与…期間4/1～翌3/31※入社日に応じて按分付与）

慶弔休暇、リフレッシュ休暇、ファミリーフレンドリー休暇

試用期間 ６ヵ月

試用期間補足事項
採用時の給与・待遇については、試用期間満了時に、試用期間中の業務実績・成果を踏まえて見直すことがありま

す。

基本給（月額） 145,000～300,000円

その他固定手当（月額） 19,100円

賞与 年2回（6月・12月）

給与補足事項
■「その他固定手当」：交替勤務手当

■昇給：年1回（4月）

退職金等 退職一時金および確定拠出年金制度（ＤＣ）

教育制度及び資格補助 業務知識についてはOJTが基本。一般的なビジネススキル・外国語については動画教育制度利用可。

通勤手当 会社規定に基づき全額支給

家族手当 扶養手当　※非管理職のみ支給

住宅手当 なし

寮・社宅 30歳未満の場合、借上住宅貸与（自己負担あり）

福利厚生

その他補足事項

■カフェテリアプラン制度（年間4万円相当）

■財形貯蓄制度

■語学学習費用補助制度

■社内TOEIC(R)受験料全額会社負担

■社員食堂（工場拠点のみ。それ以外の拠点勤務者には食事手当3,000円／月を支給）

■プロジェクトボーナス　他

就業時間

株式会社テラプローブ　求人要項



採用人数：４名

担当職務 ③半導体プロセス保全エンジニア　（交替勤務）

職務内容
■当社半導体プロセス保全エンジニアとして、以下の業務を担当します。

・ウエハテスト製品の異常（測定／外観）対応及び改善業務

学歴 不問

定年 60歳／再雇用制度あり

資格 不問

語学力 不問

応募資格/条件

■必須条件：

半導体に関する興味をお持ちの方

■歓迎条件：

半導体の生産・テスト関連の業務経験

勤務地 株式会社テラプローブ　九州事業所（住所：熊本県葦北郡芦北町湯浦1580-1）

通勤
自家用車による通勤可（駐車場あり（無料））

会社による通勤バス運行（八代市内・芦北町～事業所間）

転勤 原則なし（但し、将来的な転勤可能性はゼロではありません）

昼勤：8：30～20：45

夜勤：20：30～8：45

■残業：月1０時間程度■４日勤務、４日休日の交替勤務制度

休日休暇補足事項

４日勤務４日休日の交替勤務制度

有給休暇（勤続年数にかかわらず20日付与…期間4/1～翌3/31※入社日に応じて按分付与）

慶弔休暇、リフレッシュ休暇、ファミリーフレンドリー休暇

試用期間 ６ヵ月

試用期間補足事項
採用時の給与・待遇については、試用期間満了時に、試用期間中の業務実績・成果を踏まえて見直すことがありま

す。

基本給（月額） 145,000～300,000円

その他固定手当（月額） 19,100円

賞与 年2回（6月・12月）

給与補足事項
■「その他固定手当」：交替勤務手当

■昇給：年1回（4月）

退職金等 退職一時金および確定拠出年金制度（ＤＣ）

教育制度及び資格補助 業務知識についてはOJTが基本。一般的なビジネススキル・外国語については動画教育制度利用可。

通勤手当 会社規定に基づき全額支給

家族手当 扶養手当　※非管理職のみ支給

住宅手当 なし

寮・社宅 30歳未満の場合、借上住宅貸与（自己負担あり）

福利厚生

その他補足事項

■カフェテリアプラン制度（年間4万円相当）

■財形貯蓄制度

■語学学習費用補助制度

■社内TOEIC(R)受験料全額会社負担

■社員食堂（工場拠点のみ。それ以外の拠点勤務者には食事手当3,000円／月を支給）

■プロジェクトボーナス　他

株式会社テラプローブ　求人要項

就業時間



採用人数：２名

担当職務 ④半導体テストエンジニア

職務内容

■当社半導体テストエンジニアとして、以下の業務を担当します。

・テスト設備・治工具の管理、調達、検証、および開発に関する業務

・テスト新技術導入及び検証、効率化推進、テスト工程設計に関する業務

・テストプログラム・テスト時間管理に関する業務

・コンタクト品質／技術の確保、プロービングプロセス・運用構築、改善活動に関する業務

・歩留管理、及び初動管理に関する業務

学歴 不問

定年 60歳／再雇用制度あり

資格 不問

語学力 不問

応募資格/条件

■必須条件：

半導体テストに関する経験、知識

■歓迎条件：

半導体のウエハテスト技術関連の業務経験

勤務地 株式会社テラプローブ　九州事業所（住所：熊本県葦北郡芦北町湯浦1580-1）

通勤
自家用車による通勤可（駐車場あり（無料））

会社による通勤バス運行（八代市内・芦北町～事業所間）

転勤 原則なし（但し、将来的な転勤可能性はゼロではありません）

昼勤：8：30～17：15

フレックスタイム制（コアタイム　08:30～11:45）

■残業：月30時間程度

休日休暇補足事項

土日、祝祭日、ＧＷ、夏季休暇、年末年始

有給休暇（勤続年数にかかわらず20日付与…期間4/1～翌3/31※入社日に応じて按分付与）

慶弔休暇、リフレッシュ休暇、ファミリーフレンドリー休暇

試用期間 ６ヵ月

試用期間補足事項
採用時の給与・待遇については、試用期間満了時に、試用期間中の業務実績・成果を踏まえて見直すことがありま

す。

基本給（月額） 211,000～429,000円

その他固定手当（月額） なし

賞与 年2回（6月・12月）

給与補足事項
■「その他固定手当」：交替勤務手当

■昇給：年1回（4月）

退職金等 退職一時金および確定拠出年金制度（ＤＣ）

教育制度及び資格補助 業務知識についてはOJTが基本。一般的なビジネススキル・外国語については動画教育制度利用可。

通勤手当 会社規定に基づき全額支給

家族手当 扶養手当　※非管理職のみ支給

住宅手当 なし

寮・社宅 30歳未満の場合、借上住宅貸与（自己負担あり）

福利厚生

その他補足事項

■カフェテリアプラン制度（年間4万円相当）

■財形貯蓄制度

■語学学習費用補助制度

■社内TOEIC(R)受験料全額会社負担

■社員食堂（工場拠点のみ。それ以外の拠点勤務者には食事手当3,000円／月を支給）

■プロジェクトボーナス　他

株式会社テラプローブ　求人要項

就業時間



採用人数：１名

担当職務 ⑤半導体設備エンジニア

職務内容

■当社半導体設備エンジニアとして、以下の業務を担当します。

・製品設計品質に適合したテスト品質確保、テスト効率化に関する業務

・並びにテスト設備・治工具の管理、調達、検証及び開発に関する業務

学歴 不問

定年 60歳／再雇用制度あり

資格 不問

語学力 不問

応募資格/条件

■必須条件：

設備エンジニアとしての経験、知識のある方

■歓迎条件：

半導体業界に携われた方

勤務地 株式会社テラプローブ　九州事業所（住所：熊本県葦北郡芦北町湯浦1580-1）

通勤
自家用車による通勤可（駐車場あり（無料））

会社による通勤バス運行（八代市内・芦北町～事業所間）

転勤 原則なし（但し、将来的な転勤可能性はゼロではありません）

昼勤：8：30～17：15

フレックスタイム制（コアタイム　08:30～11:45）

■残業：月30時間程度

休日休暇補足事項

土日、祝祭日、ＧＷ、夏季休暇、年末年始

有給休暇（勤続年数にかかわらず20日付与…期間4/1～翌3/31※入社日に応じて按分付与）

慶弔休暇、リフレッシュ休暇、ファミリーフレンドリー休暇

試用期間 ６ヵ月

試用期間補足事項 採用時の給与・待遇については、試用期間満了時に、試用期間中の業務実績・成果を踏まえて見直すことがあります。

基本給（月額） 211,000～429,000円

その他固定手当（月額） なし

賞与 年2回（6月・12月）

給与補足事項
■「その他固定手当」：交替勤務手当

■昇給：年1回（4月）

退職金等 退職一時金および確定拠出年金制度（ＤＣ）

教育制度及び資格補助 業務知識についてはOJTが基本。一般的なビジネススキル・外国語については動画教育制度利用可。

通勤手当 会社規定に基づき全額支給

家族手当 扶養手当　※非管理職のみ支給

住宅手当 なし

寮・社宅 30歳未満の場合、借上住宅貸与（自己負担あり）

福利厚生

その他補足事項

■カフェテリアプラン制度（年間4万円相当）

■財形貯蓄制度

■語学学習費用補助制度

■社内TOEIC(R)受験料全額会社負担

■社員食堂（工場拠点のみ。それ以外の拠点勤務者には食事手当3,000円／月を支給）

■プロジェクトボーナス　他

株式会社テラプローブ　求人要項

就業時間



採用人数：１名

担当職務 ⑥品質保証エンジニア

職務内容

■当社品質保証エンジニアとして、以下の業務を担当します。

・品質問題に対する再発防止に関する業務

・品質関連事項に関する顧客対応・顧客監査サポート業務

・テスト開発、テストオペレーションの標準化に関する業務

・仕様書展開に関する業務

・委託先（新規・既存）の品質管理に関する業務

学歴 不問

定年 60歳／再雇用制度あり

資格 不問

語学力 不問

応募資格/条件

■必須条件：

半導体テストに関する基礎知識

品質保証に関する実務経験

■歓迎条件：

円滑なコミュニケーションが可能な英語力があれば尚可

勤務地 株式会社テラプローブ　九州事業所（住所：熊本県葦北郡芦北町湯浦1580-1）

通勤
自家用車による通勤可（駐車場あり（無料））

会社による通勤バス運行（八代市内・芦北町～事業所間）

転勤 原則なし（但し、将来的な転勤可能性はゼロではありません）

昼勤：8：30～17：15

フレックスタイム制（コアタイム　08:30～11:45）

■残業：月30時間程度

休日休暇補足事項

土日、祝祭日、ＧＷ、夏季休暇、年末年始

有給休暇（勤続年数にかかわらず20日付与…期間4/1～翌3/31※入社日に応じて按分付与）

慶弔休暇、リフレッシュ休暇、ファミリーフレンドリー休暇

試用期間 ６ヵ月

試用期間補足事項
採用時の給与・待遇については、試用期間満了時に、試用期間中の業務実績・成果を踏まえて見直すことがありま

す。

基本給（月額） 211,000～429,000円

その他固定手当（月額） なし

賞与 年2回（6月・12月）

給与補足事項
■「その他固定手当」：交替勤務手当

■昇給：年1回（4月）

退職金等 退職一時金および確定拠出年金制度（ＤＣ）

教育制度及び資格補助 業務知識についてはOJTが基本。一般的なビジネススキル・外国語については動画教育制度利用可。

通勤手当 会社規定に基づき全額支給

家族手当 扶養手当　※非管理職のみ支給

住宅手当 なし

寮・社宅 30歳未満の場合、借上住宅貸与（自己負担あり）

福利厚生

その他補足事項

■カフェテリアプラン制度（年間4万円相当）

■財形貯蓄制度

■語学学習費用補助制度

■社内TOEIC(R)受験料全額会社負担

■社員食堂（工場拠点のみ。それ以外の拠点勤務者には食事手当3,000円／月を支給）

■プロジェクトボーナス　他

株式会社テラプローブ　求人要項

就業時間



採用人数：１名

担当職務 ⑦システムエンジニア（保守）

職務内容

■当社システムエンジニアとして、以下の業務を担当します。

・テストオペレーションに関する生産制御及び生産システムにおけるネットワーク管理・保守業務

・データサービスシステムの運用、維持管理業務

・システム異常対応窓口業務

学歴 不問

定年 60歳／再雇用制度あり

資格 不問

語学力 不問

応募資格/条件

■必須条件：

半導体テストに関する興味をお持ちの方

　

■歓迎条件：

インフラ管理・保守経験者

勤務地 株式会社テラプローブ　九州事業所（住所：熊本県葦北郡芦北町湯浦1580-1）

通勤
自家用車による通勤可（駐車場あり（無料））

会社による通勤バス運行（八代市内・芦北町～事業所間）

転勤 原則なし（但し、将来的な転勤可能性はゼロではありません）

昼勤：8：30～17：15

フレックスタイム制（コアタイム　08:30～11:45）

■残業：月15時間程度

休日休暇補足事項

土日、祝祭日、ＧＷ、夏季休暇、年末年始

有給休暇（勤続年数にかかわらず20日付与…期間4/1～翌3/31※入社日に応じて按分付与）

慶弔休暇、リフレッシュ休暇、ファミリーフレンドリー休暇

試用期間 ６ヵ月

試用期間補足事項 採用時の給与・待遇については、試用期間満了時に、試用期間中の業務実績・成果を踏まえて見直すことがあります。

基本給（月額） 150,000～300,000円

その他固定手当（月額） なし

賞与 年2回（6月・12月）

給与補足事項
■「その他固定手当」：交替勤務手当

■昇給：年1回（4月）

退職金等 退職一時金および確定拠出年金制度（ＤＣ）

教育制度及び資格補助 業務知識についてはOJTが基本。一般的なビジネススキル・外国語については動画教育制度利用可。

通勤手当 会社規定に基づき全額支給

家族手当 扶養手当　※非管理職のみ支給

住宅手当 なし

寮・社宅 30歳未満の場合、借上住宅貸与（自己負担あり）

福利厚生

その他補足事項

■カフェテリアプラン制度（年間4万円相当）

■財形貯蓄制度

■語学学習費用補助制度

■社内TOEIC(R)受験料全額会社負担

■社員食堂（工場拠点のみ。それ以外の拠点勤務者には食事手当3,000円／月を支給）

■プロジェクトボーナス　他

株式会社テラプローブ　求人要項

就業時間


