2017 年 3 月 1 日

日本マイクロバイオファーマ㈱ 2018 年度新入社員募集要項
(English text will follow for those new graduates who want to join our team.)
日本マイクロバイオファーマ株式会社は、2011 年 7 月に三井物産株式会社によって設立され、微生物の
取り扱いで豊富な経験を持つメルシャン株式会社の医薬・化学品事業を継承し、その後 2012 年 1 月には
東レ株式会社の資本参加も得て、事業を展開してきました。 2016 年 4 月には、アステラス製薬株式会社よ
り事業譲渡を受け、清須工場（愛知県清須市）が当社の第三の工場として稼動しました。
当社は、発酵法や微生物変換法を応用した高品質な医薬品原薬･中間体の開発・製造を主たる事業と
しており、それ等の事業を通じて世界の医薬産業のニーズに応え、延いては世界中の人びとの健やかで
豊かな生活に貢献することを企業理念としています。 既存の製造技術の向上･展開を図ると共に、独自の
創薬技術を応用した新規医薬･化学品の開発も目指しています。
これらの活動を推進する人材として、当社は 2018 年度新入社員を下記の通り募集致します。
未来のバイオインダストリー分野での活躍を目指す方々の積極的なご応募をお待ちしています。
記
[職務内容]

医薬品等の研究･開発･製造･製造設備管理・品質管理・登録･販売等に係る業務
経営企画・人事企画・財務経理等に係る経営支援業務

[応募資格]

化学、薬学、生物学、農学、工学、理学系または文系等の大学或いは大学院課程を
2018 年 3 月までに修了し、学士号、修士号または博士号資格を持つか取得見込み
の方であって、上記職務内容に関心を持って意欲的に取り組まれる方

[勤 務 地]

本社

東京都中央区

研究開発部

静岡県磐田市、愛知県清須市

工場

静岡県磐田市、熊本県八代市、愛知県清須市

[勤務時間]

9：00～17：30（本社）、各工場は個々に設定（所定労働時間 7.5 時間）

[初 任 給]

大卒 205,000 円、修士 222,000 円、博士 240,000 円 （いずれも月額）

[昇

年1回

給]

[賞

与]

年 2 回（6 月、12 月）

[諸 手 当]

都市手当、家族手当、役職手当、職責手当、住宅手当、通勤手当、他

[休

日]

完全週休２日制、祝祭日、夏季休業、年末年始休業あり

[休

暇]

年次有給休暇、特別休暇、慶弔休暇、育児休業制度、他

[福利厚生]

社会保険、退職金制度、社宅制度、スポーツクラブ法人会員割引、他

[応募方法]

履歴書、志望理由、卒業論文テーマまたは研究テーマの概要（形式は任意）を
下記応募先までご郵送ください。 お問い合わせ等も下記応募先へお寄せください。

[応募先]

〒104-0031 中央区京橋一丁目３番１号
日本マイクロバイオファーマ株式会社
人事総務部 人事グループ採用担当宛
（E-MAIL: saiyo@microbiopharm.com、TEL: 03-6265-1761、FAX: 03-6265-1768）

[応募期限]

2017 年 3 月 31 日（金）必着

[当社 URL]

http://www.microbiopharm.com/
以上

Recruitment Information of MicroBiopharm Japan

MicroBiopharm Japan (MBJ) is a world leading company developing and manufacturing life
science related products utilizing miracle power of microorganisms. Our team is striving to
contribute to healthier and quality life of people throughout the world by providing pharmaceutical
and other advanced products and services, taking advantage of our distinctive microbiological
expertise and technologies.
We always welcome those new graduates with degrees of bachelor or higher who can share our
enthusiasm for biopharmaceutical business and want to join us to explore and develop own
potentialities in various area such as R&D, production planning and control, plant management,
manufacture, marketing and business development, finance and accounting, corporate
administration, etc. We would encourage each of them to knock our door by sending resume to
us at the following address.
[Site Locations]
Head Office (Chuo-ku, Tokyo)
R&D Center (Iwata City, Shizuoka, Kiyosu City, Aichi)
Manufacturing Plants (Yatsushiro City, Kumamoto, Iwata-City, Shizuoka, Kiyosu City, Aichi)
[Application]
Please send (1) your resume including motivation for application, and (2) summary of your thesis
or your major field of study in free format to the following address by mail or e-mail
by March 31, 2017.
HR Dept.
MicroBiopharm Japan Co., Ltd.
1-3-1, Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo 104-0031, Japan
E-MAIL: saiyo@microbiopharm.com

TEL: +81-3-6265-1761

URL: http://www.microbiopharm.com/en/index.html
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