
WEBからお申し込みいただけます。（船井総研ホームページ［www.funaisoken.co.jp］右上検索窓に『お問い合わせNo.』を入力ください。）→ 068415

平日
9:30～17:30TEL.0120-964-000
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【Webセミナー】 NewNormal時代の新卒薬剤師採用 S068415お問い合わせNo.

株式会社 船井総合研究所　 〒541-0041大阪市中央区北浜4-4-10　 船井総研大阪本社ビル

お申し込みに関するお問い合わせ：時田
内容に関するお問い合わせ：安室

新型コロナウィルス感染症に罹患された皆さま、および関係者の皆さまに心よりお見舞い申し上げます。右記のQRコードを読み取りいただきWEBページの
お申込みフォームよりお申込みくださいませ。

WEBからもお申込みいただけます！

https://www.funaisoken.co.jp/seminar/068415
セミナー情報をWEBページからもご覧いただけます！セミナー情報をWEBページからもご覧いただけます！

時間 14：00～17：00（ログイン開始13:30～）
PC・スマホがあればどこでも受講可能！

新卒薬剤師採用の常識を覆す

新しい採用手法のポイント！

新卒薬剤師採用新卒薬剤師採用ののの常識常識常識常識常識をををを覆す覆す
2021年の内定承諾者数8名獲得！888
合同説明会が軒並み中止でも
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❶合同説明会がないなら
自力で学生を集めよ！
❷SNSを積極的に活用せよ！
❸学生感で評判になる
長期インターンを構築せよ！

名名名名名名名名名獲得獲得！
目標達成！

大公開全国で成功されている調剤薬局薬剤師採用事例
たった
3時間で

NewNormal時代の新卒薬剤師採用セミナー

セミナー内容講座

１講座第

これからの新卒薬剤師採用でやるべきこと 

株式会社 船井総合研究所
地域包括ケア支援部 医療グループ 医療HRチーム リーダー 安室 圭祐

次世代型採用手法実践企業がやっていること

株式会社 ぼうしや薬局
代表取締役 松岡 洋平氏

株式会社 ぼうしや薬局
薬剤師・採用担当 高橋 亮平氏

次世代型採用手法実践企業がやっていること

株式会社 船井総合研究所
地域包括ケア支援部 医療グループ 医療HRチーム 黒木 大吾

本日のまとめ～明日から実践していただきたいこと～
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SNS未活用企業でもできた！

WEB
開 催 2月

2021年3日水 4日木 6日土10日水
14：00～17：00（ログイン開始13:30～）
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2021年3日水 4日木 6日土10日水

薬剤師採用の時流を解説。
NewNormal時代において優秀な薬学生を採用するうえで
やるべきこととは何か？についてお伝えいたします。

長期インターンシップの実施と採用活動の
オンライン化を進め、コロナ禍においても
目標採用数を達成しているぼうしや様が
やっていることについてご講演いただきます。

ぼうしや様の事例を元にこれからの新卒薬剤師採用の
最新手法に関して、自社で実際に取り組み成果を残すための
ポイントを含めてお伝えいたします。

明日から実践していただきたいことをお伝えいたします。 

で業績を伸ばす方法の全てが分かる

当日は代表取締役である松岡氏と、採用活動を実際に行っている高橋氏にご登壇いただきます。

経営者・経営幹部様限定



セミナー後、自社でも即日実践できるように
無料特典！！調剤薬局経営相談付き！（約90分）

※日程と実施場所は調整させていただきます。

量と質の両立を
可能にする！ 最新の 大公開！

最新採用ノウハウを一部ご紹介

以下に1つでも当てはまる経営者様はすぐお申し込みください！

高い参加者満足度で紹介参加多数！母集団形成と自社の
ブランディングを両立する長期企画型インターンシップの開催

合同説明会に頼らない！
SNSや動画を活用した情報発信で母集団形成！

採用活動はマーケティング発想！薬学生のニーズを完全把握し、
自社に入りたいと思わせるためのコミュニケーション手法

自社にマッチする学生か見極める！
データに基づいた学生分析手法！

もう優秀な学生に逃げられない！自社の本質的な
魅力を伝えきるためのプレゼンテーションフォーマット公開！

内定承諾率100%！ミスマッチを防ぐ採用面接誘導！ノウハウ
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□ 合同説明会の中止などの影響で新卒採用活動が止まってしまっている

□ これからの時代の新卒薬剤師採用手法を知りたい！

□ 自社の方針にマッチした優秀な新卒社員を採用をしたい！

□ SNSや動画を使ったオンラインでの採用活動に関心がある！

□ 人材紹介会社にこれ以上手数料を支払いたくない！

今回のセミナーでご紹介する！これまでの3倍採用するためのこれまで通りの採用活動では
大手企業に負けてしまう可能性が非常に高い

合同説明会で学生との関係性を構築してきた
多くの中小薬局は採用活動に苦しんでいる状況

合同説明会をはじめとした
対面型での就職活動は相次いで中止に…

株式会社 ぼうしや薬局様よくある薬局様

母集団形成

母集団フォローの
ための自社イベント

採用数

採用の質

面談・面接への誘導

学生との出会いは合同説明会のみ
のため、コロナウイルスの影響で
ストップしている

店舗見学、先輩社員座談会などを
対面型で実施
⇒学生が集まりづらい

採用計画の半分にも満たない

人手を確保するため
どんな学生でも採用するので
玉石混交

基本的に全ての母集団を
面接へ誘導する

オンラインイベントへの出展
SNSやYouTubeによる情報発信
学生同士の紹介
⇒母集団形成ができている

長期企画型インターンシップ
各種イベントをオンラインで開催
⇒優秀な薬学生にとって魅力的なイベントをオンラインで
　実施し、継続的に学生との関係性構築を可能にしている

採用計画数をクリアする
内定承諾者数8名

豊富な母集団から厳選して採用するので
優秀な学生を採用しやすい

自社へのマッチング度が高い学生だけが
面接に進みたくなるような仕組みを構築

□ SNSや動画を使ったオンラインでの採用活動に関心がある！



日時・会場

受講料

お申込方法

お問合せ

一般価格 税抜 10,000円（税込11,000円）／1名様

会員価格 税抜 8,000円 （税込8,800円）／1名様

●お支払いが、クレジットの場合はお申込み手続き完了後の案内（メール）をもって、セミナー受付とさせていただきます。銀行振込の場合はご入金確認後、お送りする案

内（メール）をもってセミナー受付とさせていただきます。●銀行振込の方は、税込金額でのお振込みをお願いいたします。お振込みいただいたにも関わらずメールがお手

元に届かない場合や、セミナー開催４営業日前までにお振込みできない場合は、下記お申込み担当者へご連絡ください。なお、ご入金が確認できない場合は、お申込みを

取消させていただく場合がございます。●ご参加を取り消される場合は、開催3営業日（土・日・祝除く）前まではマイページよりキャンセルをお願い致します。それ以降は下

記事務局宛にメールまたはお電話にてご連絡ください。尚、ご参加料金の50％を、当日の欠席は100％をキャンセル料として申し受けますのでご注意ください。

●会員価格は、各種経営研究会・経営フォーラム、および社長onlineプレミアムプラン（旧：FUNAIメンバーズPlus）へ ご入会中のお客様のお申込に適用となります。

株式会社 船井総合研究所

TEL：0120-964-000 （平日9:30～17:30)

●申込みに関するお問合せ：時田 ●内容に関するお問合せ：安室

ご入金確認後、マイページの案内をもってセミナー受付とさせていただきます。

【webセミナー】 NewNormal時代の新卒薬剤師採用 お問い合わせNo. S068415

下記QRコードよりお申込みください。クレジット決済が可能です。 受講票はＷＥＢ上でご確認いただけます。

または、船井総研ホームページ（www.funaisoken.co.jp）、右上検索窓にお問い合わせNo. 068415を入力、検索ください。

開催要項

2021年 2月3日（水）

2021年 2月4日（木）

2021年 2月6日（土）

2021年 2月10日（水）
14：00 17：00 （ログイン開始13：30より）

開始 終了

本講座はオンライン受講となっております。
諸事情により受講いただけない場合がございます。ご了承ください。

オンライン にてご参加

お申込みはこちらからお願いいたします

2月3日（水）オンライン
申し込み締切日：1月30日（土）

2月4日（木）オンライン
申し込み締切日：1月31日（日）

2月6日（土）オンライン
申し込み締切日：2月2日（火）

2月10日（水）オンライン
申し込み締切日：2月6日（土）

【年末年始休業のお知らせ】
12月28日（月）正午～1月5日（火）まで
※休業期間中は電話がつながらなくなっております。
※Webからのお問い合わせには1月6日以降順次ご回答

させていただきます。
※なお、受講申込はWebより24時間受け付けております。

ご不便をお掛け致しますが、何卒ご了承くださいます
ようお願い申し上げます。

申し込み締切日：1月30日（土）

申し込み締切日：1月31日（日）

申し込み締切日：2月2日（火）

申し込み締切日：2月6日（土）
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