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【English × 京都勤務】 グローバル HR スタッフ / Global HR Staff ※未経験歓迎※
⼈材開発及び⼈材マネジメントの側⾯から海外拠点の経営をサポート！

Job Information
Hiring Company
ARKRAY Inc.
Job ID
1313145
Division
HR統括部
Job Type
Permanent Full-time
Location
Kyoto Prefecture, Kyoto-shi Kamigyo-ku
Salary
4 million yen ~ 6.5 million yen
Work Hours
9:00〜17:30（所定労働時間7.75時間、休憩時間：45分）
Holidays
完全週休2⽇制(⼟・⽇)、祝⽇、年末年始、慶弔休暇、産前・産後休暇 等 【年間休⽇120⽇以上】
Refreshed
December 9th, 2022 02:00

General Requirements
Minimum Experience Level
Over 3 years
Career Level
Mid Career
Minimum English Level
Business Level
Minimum Japanese Level
Business Level
Minimum Education Level
Bachelor's Degree
Visa Status
Permission to work in Japan required

Job Description
医療機器、試薬のグローバルメーカー
海外拠点は20拠点以上、世界120カ国以上の国々にアークレイ商品をご利⽤いただいております。
私たちARKRAYは、新しい科学技術への挑戦を通じて、世界中の⼈々の健康な⽣活に貢献することをGroup Missionとして
おります。私たちが良い製品を作り続け、世界中の⼈々にお届けすることができればもっと健康な⽅が増えるのではない
か。臨床検査分野だけではなく、ヘルスケア、機能性⾷品等の研究開発も⾏っています。また⼈間のみならず動物向けの医
療機器メーカーでもあります。現在ですと、PCR検査機器の開発も⼿掛けています！
BtoBビジネス×専⾨性に特化した業界の為、中々弊社の名前を⽇常の中で聞く事は無いかもしれません。ですが、プロダク
トとしての社会貢献度は⾼く、何より⾎糖値測定器分野ではNO.1のシェアを誇っています。試薬の販売も⾏い安定的な収

益を確保していることも⼤きな特⻑の⼀つです！
=======================
グローバル HR スタッフ / Global HR Staff
=======================
アークレイ海外グループ会社における⼈材採⽤、⼈事制度の企画及び運⽤を担当していただきます。具体的には以下の業務
を、現地マネジメントや⼈事担当者と協業しながら遂⾏します。
【具体的には】
海外グループ会社における採⽤⼿法の提案及び採⽤活動の実⾏
海外グループ会社の⼈事制度、賃⾦制度の企画・⽴案
労務対応のサポート
チーム特性・教育体制に関して：
現在のチームメンバーは３名。各⾃が⽇々海外拠点の採⽤、⼈事企画、労務対応を⾏っております。
⼈事系組織としては、他チームに国内⼈事担当、労務担当、教育担当、採⽤担当があります。本ポジションは、海外⼈事に
特化しています。教育⾯では、オンラインによる教育プログラムをご⽤意しています。業務に関するトレーニングについて
は、OJTを中⼼に実施します。
【今回のポジションの魅⼒とは？】
真のクロスボーダーを⽬指しており、2600名の従業員のうち半数以上が外国籍メンバーです。
海外拠点拡⼤は弊社の必須課題の⼀つであり、本ポジションは海外拠点と緊密な連携を⽇々とりながら、⼈材開発及び⼈材
マネジメントの側⾯から海外拠点の経営をサポートしていく役割を担っており、責任は重いですがやりがいのある仕事で
す。
【ARKRAYの社⾵とは？】
⾮上場であることにより本業に専念することができ⾃由度が⾼く⼤きな裁量権をもち仕事を進めることができます。
フラットな組織も特⻑の⼀つ。役員にも「〇〇さん」と呼び、役職による区別を全く感じないフラットな関係性で、専⾨性
⾼く仕事を進めることができます。20代からPJメンバーとして参画するチャンスに溢れた環境です。
企業理念は、「不撓不屈（ふとうふくつ）」。研究開発等、仕事において困難の連続です。どんな困難な事態に出会っても
怯まず挫けず、固い信念をもって果敢にチャレンジしていくことを⽬指し続けていきます。

Required Skills
【職務経験】
国内外問わず⼈事業務経験がある⽅（業界経験不問）
※HR業務未経験でも、HRのポジションにチャレンジしたいという⽅からの応募を歓迎しています！※
【英語⼒】
ビジネスレベルの語学⼒をお持ちの⽅
語学⼒を活かせるタイミングは多く、英語⼒を活かして活躍したいという⽅にお勧めです
【語学⼒詳細】
CV読解、英語でのインタビューができるレベル
【求める⼈物像】
向上⼼と挑戦意欲が⾼い⽅
スピード感をもって仕事に取り組める⽅
【勤務地】
本社：〒602-0008

京都市上京区岩栖院町(がんすいんちょう)59擁翠園(ようすいえん)内

京都研究所（本社）は、敷地の半分が室町時代から伝わる庭園になっており、しだれ桜や池もあり、四季折々趣ある贅沢な
空間です。庭園を⾒ながらフリースペースでできたてのコーヒー（フリー）を飲みながら仕事をすることもできます。オ
フィスは、フリーアドレス制になっており、毎朝アプリで抽選をし、座る席が毎⽇変わります。違う職種のメンバーともコ
ミュニケーションを取りやすい環境です。また、思いついたアイディアをすぐに実験したり、メンバー間で共有したりでき
るオフィス設計になっており、モチベーション⾼く確実に成果につなげていくことができます。
受動喫煙対策：館内喫煙場所無し。健康に関する事業をしておりますので、従業員健康管理の為、喫煙場所は設けて
おりません。
【給与】
賞与：あり
昇給：あり
【休⽇・休暇】
週休⼆⽇制（⼟⽇祝）
年間休⽇123⽇
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※会社カレンダーに準ずる
有給休暇：あり
有給休暇の計画的付与の実績あり（夏季・年末年始に４⽇程度）
【福利厚⽣】
交通費：あり（会社規定に基づき⽀給・上限5万円）
社会保険、雇⽤保険、労災保険完備
教育⽀援制度
バー、カフェスペースの利⽤フリー

Company Description
Day after day, ARKRAY strives to realize our mission "To contribute to the health and well-being of people all over the world
through the advancement of science and the discovery of new technologies" by providing new diagnostic technologies and
tests to the healthcare field.
The founder's spirit of embracing new challenges has been ceaselessly passed down to us and we have devoted ourselves
to research and development in the aim of creating new values. In addition to the clinical testing devices and reagents for
testing collected blood or urine samples, we currently provide comprehensive support to the medical field ranging from
development, manufacturing, sales and servicing including diagnosis support tools such as software.
ARKRAY means “radiance of life.”
ARKRAY tries to bring "radiance of life" to all people with its science technology.
'ARKRAY' is a combination of two words: ARK and RAY. 'ARK' is an ark or a large wooden boat. As Noah's ark saved every
kind of living creatures in the Old Testament of the Christian Bible, an ark is considered a symbol of life. 'RAY' is another
word for brilliance. It also means rays of light, a flash, and a twinkle. Together they mean the 'shine of life'.
アークレイ株式会社は、医療現場に新たな診断技術、検査を提供することで、ミッションである「新しい科学技術への挑戦
を通じて、世界中の⼈びとの健康な⽣活に貢献する」を実現すべく⽇々活動しています。
創業者の精神である「挑戦」を脈々と受け継ぎ、常に新たな価値を創造する姿勢で研究開発に取り組んできました。⾎液や
尿などの検体を採取して検査する臨床検査機器と診断薬に加え、現在ではソフトウエアなどの診断⽀援ツールも含めて、開
発・製造から販売・サービスまでトータルに⼿がけ、医療現場をサポートしています。
ARKRAYは "⽣命の輝き"
⽣命の輝きとは健康そのもの。⼈間愛あふれる健康科学が⽬指すもの、それがARKRAYなのです。
世界のあらゆる地域で⾒られる洪⽔神話にはたびたび箱船が出現し、⽣き物の命を救う役割を果たします。箱船には⽣き物
の命をつなぐエッセンスが凝縮されており、その存在は「⽣命」そのものの象徴といえるでしょう。
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