
〇 △ ×

口コミまとめ

・法令遵守がきちんとしている
・9連休制度（リフレッシュ休暇制度）はほぼ全員取得できる
（地域にもよるがいつでもOKというわけではない）
・1年目の研修制度が充実している
（ただし2年目以降は年1回）
・OJTトレーナーが1年しっかりと指導してくれる
（相性が合わない場合ももちろんある）
・育休/産休制度は取りやすい環境が整っている
・突発的な休みには互いに理解がある
・全体として職場の雰囲気が悪いという口コミは少ない
・全国転勤のパートナーがいる人には働きやすい
（全国展開しているので転職しなくて済む）
・最新機器が導入されており、ルールが統一されている
（M&A先すべてがこの条件を満たすわけではない）
・転職時に「アイン薬局」の名前を出せば評価してもらえる
・業界No.1の大手で働いているという誇りを感じられる

・人事評価がどれほど賞与に影響しているのか不明
・M＆A→アイン給与へ変更→給与減額→離職→人手不足
・M&Aを繰返すことで人手は常に不足気味
・優秀な社員ほど学んだ後に離職している印象
・入社時研修が年々短くなっている傾向
・1-3年目は地方の長期応援（年に数回）や24時間店舗へのヘル
プ、土日のヘルプは業務の一環。断れる雰囲気ではない。
★メリット→様々な処方に触れられ、会社の経費で様々な場所
へ行ける
★デメリット→自宅勤務で他地域に行きたくない人には苦痛

・給料は安い。特に過疎地では他の薬局との差が大きい。
・必ずしも「アイン薬局」で勤められるわけではない
（アイン薬局以外に出向となった場合も、給与は「アインと同
じ」。しかし他の現場社員は「アインとは別」なので給与格差
がある。
・9連休は取れるが、それ以外で有給消化はやや難しい。
（有給取得率43％を目標としているぐらいなので…）

オススメする人

元人事のコメント

オススメしない人

元人事のコメント

〇 △ ×

口コミまとめ

・法令遵守はきちんとしている
・教育には力を入れている
（e-learningも全額会社補助で利用できる）
・資格を取得すると給与に反映される
・ランクが賞与などに反映される
・薬代が支給されるため定期受診している人には良い
・病院前の出店が多く高度な医療について勉強できる
・全国転勤のパートナーがいる人には働きやすい
（全国展開しているので転職しなくて済む）
・自社ジェネリックがあるのが強み
・大手で働いているという誇りを感じられる

・体育会系（休日のBBQや忘年会等のイベントは半強制参加）
★メリット→同僚と仲を深められる
★デメリット→体育会系が苦手な人には苦痛
・オーベンネーベン制度の口コミは半々。
★メリット→教育熱心で相性のいい人と合えば成長できる
★デメリット→相性が合わないとただのストレス
・有給5日と夏季休暇2日は取れるがそれ以外は配属先次第
・部署移動や病院研修は原則3年以降
・育休/産休制度は取りやすいが体調不良では休みづらい

・高い数字意識が求められる
（社会人として当然ではあるが、薬剤師にはつらいと感じる人
が多い）
・男性はスーツなので夏は暑い
（クールビズがなく、夏もネクタイ着用）
・ライン（エリアマネージャー）以上は業務量が特に多い

オススメする人

元人事のコメント

オススメしない人

元人事のコメント

〇 △ ×

口コミまとめ

・法令と過誤防止をシステムで管理
・夏季休暇/年末年始休暇があるのは嬉しい
・1分単位で残業がつく
（実際に1分単位で申請できるかは薬局長次第）
・産休育休制度は整っている
・時短/パートで働くには良い環境との口コミが複数

・毎年の研究会は会社経費で移動できるが勤務扱いではない
・一定のノルマは設定されている
（かかりつけ、在宅、健康サポート薬局）

・シフトが出るのが遅い
・応援が多くメンターの先輩が同じ店舗にいないことが多い

オススメする人

元人事のコメント

オススメしない人

元人事のコメント

〇 △ ×

口コミまとめ

・法令遵守はしっかりとしている
・社内資格を取得することで評価に反映される
・評価項目が細かく設定されている
（評価者のバイアスはかかる）
・若手の「やりたい」「チャレンジ精神」を応援してくれる
・他業種との連携が特徴的
・全国転勤のパートナーがいる人には働きやすい
（全国展開しているので転職しなくて済む）
・産休育休制度は整っている

・社内研修への満足度は二分化
・店舗対抗のコンクールがある
★メリット→店舗で結束力が生まれる
★デメリット→店舗ごとの目標が切らな人にはストレス。非協
力者がいた時のストレス。

・昇給額が低い

オススメする人

元人事のコメント

オススメしない人

元人事のコメント

〇 △ ×

口コミまとめ

・法令遵守はしっかりとしている
・社内資格を取得することで評価に反映される
・管理職や自己研鑽系の研修も充実している
・残業代は1分単位で出る
・住宅補助が充実している
・医療支援やモール開発など薬局事業も手掛ける
・人間関係に関する悪い口コミは少なかった
・産休育休制度は整っている

・有給が取れるような取組みについていくつか言及あり
（ただし、平均有給取得日数は業界の中では低い）

・給与が安い（特にエリア職）

オススメする人

元人事のコメント

オススメしない人

元人事のコメント

総
合
メ
デ
ィ

カ
ル

「教育/研修制度を重視する人」「自己研鑽を重ねて資格取得につなげられる人」「幅広い事業に興味のある人」「九州（福岡）出身者」

新入社員の教育制度のみならず、管理職やビジネスマナーなどの研修も充実している。専門性/キャリアの両面から給与を上げることが可能であるため自己研鑽を継続して資格を取得すれば給
与に反映させることができる。プラチナくるみんやえるぼしを取得しており、産休育休などの制度は整備されている。基礎を学んだうえで転職するという選択肢もあり。住宅補助が助かってい
うというコメントも多かった。
「エリア職で給与重視の人」
大手は共通して「給与が安い」「仕事に見合わない」というコメントが多い。総合メディカルではその割合が他社より高かった。逆にそれ以外の離職理由は少なかった。公表している平均有給
取得日数は少ないが、夏季休暇や年末年始休暇などは含まれていないと思われる。「有給が取れなくて困る」というコメントは他社より少なかった。

その他
給与を除けばそれほど大きな問題点や懸念点は見つからなかった。社内資格取得のテストを業務中にしなければならず外来との兼ね合いにが難しいというコメントが散見された。店舗見学や会
社説明会でこのあたりのギャップがなくなるように質問しておくべきかもしれない。「お元気様です」という少し変わった文化があるかもしれない。

ク
オ
ー

ル
「薬剤師業務以外にもチャレンジしたい人」「積極的に手を挙げられる人」「社内資格などにコツコツと取組める人」

「頑張りたい人、挑戦したい人、成長したい人」を応援してくれる社風について言及されている口コミが多くありました。会社自体もJRやローソンと業務提携するなどチャレンジ精神が伺えま
す。積極的な研修への参加、社内資格の取得で自ら評価を上げることができる制度についても好評です。社内研修や教育制度は「良かった」「悪かった」の両コメントがあったものの、全体と
しては良い意見が多くを占めました。店舗対抗のコンクールやPB/タイアップ商品の販売などを楽しめる人には良い会社と言えます。

「社内研修絵過度に期待している人」「基本給の高い会社を希望する人」「積極的に行動できない人」

社内資格やチャレンジ精神など自ら行動を起こすことで満足度を上げる必要があります。行動力に自信のない人にとっての満足度は未知です。社内資格などを通して手当を増やし年収アップが
叶う一方で昇給額は年間2000円前後というコメントが多くありました。基本給を重視する方は他社の検討をオススメします。

その他
産休育休やM&Aによる忙しさへのコメントはもちろんありましたが、「上司に相談すれば背中を押してくれる」「チャレンジしたいことがある人には良い会社」のようなコメントが印象的でし
た。全員の希望が通るわけではありませんが、「年功序列」「若手の意見が無視される」という大手特有の弊害は他社よりも少ない印象です。

ク
ラ
フ
ト

「過誤対策に力を入れている環境で安心して働きたい人」「産休育休に理解のある職場で働きたい人」「応援を通して様々な処方を学びたい人」「自社開発システムに興味のある人」

大手の調剤薬局なので法令遵守や産休育休制度の充実は問題ありません。基本的な薬局業務を学ぶという要望は満たされます。システム開発や過誤防止の手順見直しなどに興味のある方は運が
良ければ開発系の部署に異動できるかもしれません。夏季休暇や年末年始休暇があるため、休日は比較的多めです。新卒入社もありますが、中途の契約やパートで入社するというのも選択肢の
一つかもしれません。

「応援や異動が多い場所で働きたくない人」「メンター制度に期待している人」

「応援が多い→移動距離が長い→応援先では気を遣ってもらえて残業がない→でも移動時間が長い」結果、拘束時間が長いのに給与は低いという現象が起きるようです。また、応援が多いため
メンターの先輩があまり店舗にいないという口コミも多かったです。相性もありますしメンター制度に過度の期待はしない方が良いです。

その他
基本給が大手調剤薬局15社でダントツ最下位なんですよね。賞与は職能給と合わせて計算するので他と大差ないですが、退職金が少ないのでは？と心配してしまいます。確認が取れたわけでは
ないので就職を考えている人は人事の人に質問して下さい。それと、応援は他社よりも多いイメージです。メンターの先輩が午前/午後で違う店舗に応援へ行き、会えないこともある。

日
本
調
剤

「勉強意欲の高い人」「厳しい環境で自己研鑽したい人」「大手で勤めてみたい人」「薬剤以外の事業展開をしており安定した会社に勤めたい人」「定期的に薬代がかかる人」「

他社と比較して「専門性を高める」ということに力を入れている印象です。会社側のPR、社員の口コミいずれからもそう感じました。資格を取得すると手当がつき、e-learningなどの整備され
た環境が魅力的です。もちろん法令遵守はきちんとしているので薬局の基礎を学ぶという視点でも選択肢としてはアリです。大手と言うことで産休制度も問題なく取れます。女性も活躍されて
いますが上にいくほど男性が多くなるのはどこも同じです。他者と違い、少しキリッとしている印象。

「数字について厳しく言われたくない人」「体育会系が苦手な人」「体力がなく体調を崩しがちな人」「薬剤師としての専門性向上に興味がない人」

成果主義という側面を持ちます。給料を貰うために社会人として当たり前ですが、かかりつけ、GE率、お薬手帳アプリ、トレーシングレポート、OTC販売などの数値目標が掲げられます。「数
字、数字」と言われて病むぐらいなら他の企業に就職しましょう。育休産休制度の充実→独身&男性社員に負担がかかるのはどこの会社も同じです。体調不良や病気で休むのは少し気が引ける
という口コミがいくつか見られました。意識の高い人が多いため切磋琢磨できますが、苦手な人にとってはストレスになるかもしれません。

その他
オーベンネーベン制度には過度の期待をせず当たればラッキーぐらいでいきましょう。日本調剤の就活は「早い者勝ち」という要素があります。逆に、早めに就職先として絞れば病院前や勤務
地域などある程度条件を聞いてくれるかもしれません。2006年に日本薬剤師会に原則参加しなくなり、Npha（日本薬局学会）にも参加していない一匹狼な特徴も持っています。

大手保険調剤薬局口コミまとめ　薬剤師＠就活・転職口コミサイト調べ（1/2）

【お断り】
元人事担当者の"超個人的意見"を含めた口コミまとめです。企業の特徴を保証するものではなく、就活をするときの「一つの意見」として扱うようにお願い致します。気になる事項に関しては会社説明会や店舗見学な
どで企業に直接確認をすることで有意義な就職/転職活動にされて下さい。※口コミとは各人の主観的な意見から作られたものです。その点を十分ご理解下さい。この資料や「薬剤師＠就活・転職口コミサイト」が提
供する情報で不利益が生じたとしても一切の補償をしませんので、十分にご理解の上、ご利用ください。

ア
イ
ン

「新卒社員として（若手のうちに）基礎をきちんと身に付けたい」「毎年海外旅行をしたい」「子育てと仕事を両立したい」「潰れない会社に勤めたい」「大手で勤めてみたい」「自宅勤務だ
が年に数回地方勤務を経験したい」人にオススメ。

若いうちは給与が安かったとしても基礎をきちんと身に付け、どこでもやっていけるだけの経験を積みたい人にはうってつけの会社だと思います。転職市場でも「アインで働いていたら大丈
夫」という評価がもらえるため、基礎を学んだ後に転職で年収アップを狙うのも賢い方法だと思います。（研修認定薬剤師の取得後に転職した方が良いと思います。）ただし、M&A直後だと
「最新機器完備」「社内ルール統一」などの条件が揃っていない可能性があるので、そういったモデル店舗以外にも店舗見学しておくのがベターです。共働きの女性には働きやすい環境が整っ
ていると思います。「大手で勤める」という目標は達成できますが、「大手で勤めて何をしたいのか？」という一歩先の目的まで考えておくことが必要です。9連休は2年目からきちんと取れる
ようなので毎年海外旅行をすることはかなり現実的です。

「給与重視」「有給取得率の高い会社希望」「一人ひとりをきちんと見て仕事の評価をしてもらいたい人」「ルールで縛られることに強いストレスを感じる人」「他地域への長期応援ができな
い人」「自分の意見が通らないことに強いストレスを感じる人」にはオススメしない。

1年目からバリバリ仕事をして早い段階で上を目指したいベンチャー気質の人には向いていないと思います。組織が大きいため若手の意見は通りづらく、会社を大きく変えるためには一定の時
間や実績が必要となります。「同期が600人いても埋もれずに抜擢される！」と自信のある人は別です。組織が大きいため自分なりに努力をしたからと言ってわかりやすく賞与や昇給には直結
しないと考えましょう。一人一人を見てほしいと考えるのであれば中小に行く方が働きやすいと思います。育休・産休制度が充実しているということは独身者や男性にはその分負担がかかりま
す。その点も理解しておきましょう。

その他
応援が多いということは店舗の在籍人数よりも実際に現場で働いている人数は少なくなります。店舗見学時は「実際に」何名で現場を回しているか確認しましょう。そうでなければ1人当たり
の処方箋枚数を正確に把握することができません。長期応援の応援先が分かるのは2週間前ぐらいだそうです。「残業が発生しているのに有給消化はおかしい」と言われるケースがある…？気
になる方は店舗見学で質問してみて下さい。



〇 △ ×

口コミまとめ

・住宅補助が100％
・週休2日（地域や配属店舗による）
・大手の中では給与が高い
・残業代は1分単位で出る
（認めてもらえるかは別問題）
・教育制度の満足度は高め（低い意見ももちろんある）
・産休育休制度は整っている

・良くも悪くも「家族経営」「一族経営」というコメント多数
・昇給額は高くないが着実に上がっていく

・配属先次第だが「風通しの悪さ」について言及あり
・本社と現場の連携がスムーズでない

オススメする人

元人事のコメント

オススメしない人

元人事のコメント

〇 △ ×

口コミまとめ
・大手の中では給与が高い
・大手に分類されるが大きすぎない
・産休育休制度は整っている

・厳しいノルマがない
・新人への教育は充実しているがそれ以降は不足
・人事評価の基準が曖昧で賞与に反映されているのか不明

・店舗同士や部署ごとの連携が悪い
・薬局ではなく東邦HDの業績によって賞与が左右される

オススメする人

元人事のコメント

オススメしない人

元人事のコメント

〇 △ ×

口コミまとめ

・法令遵守も問題ない
・全体のバランスが良い（給与、研修、有給、雰囲気など）
・比較的有給は取得しやすい
・1年に1回の筆記試験でランクが決められ手当に反映される
・キャリアパスの幅が広い
・産休育休制度は整っている

・モール中心の展開
★メリット：服薬指導に時間をかけられる。
★デメリット：配属先により処方に偏りがある
（2-3年に1回の異動で偏りを緩和している印象）
・ガツガツしていない
★メリット：厳しい数値目標や指導がなく働きやすい
★デメリット：社会人/薬剤師としての成長がしづらい

オススメする人

元人事のコメント

オススメしない人

元人事のコメント

〇 △ ×

口コミまとめ
・法令遵守も問題ない
・産休育休制度は整っている

・アロマと座り投薬は全店舗導入ではない
・異動が多い

・休日が少ない（公休買取）

オススメする人

元人事のコメント

オススメしない人

元人事のコメント

その他

〇 △ ×

口コミまとめ

・法令遵守も問題ない
・病院前の出店が多く学べる環境がある
・雰囲気や風通しが良い
（もちろん店舗次第ではある）
・くるみん、えるぼし取得
・産休育休制度は整っている

・ときめき休暇（有給5日）は取れるが長期は難しい
・研修の評価は半々（新人教育は比較的充実、中途入社△）

・保守的
・昇給率が低い
・退職金が少ない

オススメする人

元人事のコメント

オススメしない人

元人事のコメント

その他

〇 △ ×

口コミまとめ

・法令遵守も問題ない
・システムに投資している
・やりたいことにチャレンジできる
・地域貢献活動にも力を入れている
・上司をさん付けで呼ぶ
・残業代は1分単位
・産休育休制度は整っている

・管理薬剤師手当がない代わりに残業代がつく
・管理栄養士が在籍している
（外回りで常に店舗にいるわけではない）

・女尊男卑

オススメする人

元人事のコメント

オススメしない人

元人事のコメント

その他

【大手の共通事項】
下記の内容はどこの企業も共通です。当たり前のこととして理解し就職/転職活動を行ってください。
「有給消化」「店舗の忙しさ」「店舗の学べる環境」「店舗の雰囲気」「上司との相性」→すべて配属先店舗次第です。
M&Aしまくる→大手に吸収されるため吸収された側の社員の給与は下がる→一定数はそれが不満で離職→既存店からヘルプを出す→年中人員不足
育休産休制度の充実→休職/時短社員が増える→独身/男性社員に負担がかかる
マネージャー職以上は残業代がつかず、現場の尻拭いで業務量は多いです。現場の「不満」「職員同士のいざこざ」「本社からの圧力」を調整する中間管理職です。（好きな人には楽しい仕事）
賞与の評価はエリアや店舗の成績に左右される。中小企業と比較して基本的に給与は安いです。（特にエリア職）
昇給率は基本的に高くありません。数千人の給料が一気に上がったら会社が潰れます。当たり前です。自己研鑽して資格を取得し、店長やマネージャー職につくことで年収UPを狙うのが基本です。
一方で法令遵守、女性の働きやすい環境は基本的に揃っています。この点に関しては上記の企業であればそれほど心配する必要はありません。「大手で基礎を学んで、転職後に給与をUPさせる」「家庭や育児と両立す
るために福利厚生の充実した大手で働く」「大手だからこそ業界へのインパクトが大きい。厳しい道ではあるが大手の中で上り詰める」こう言った人には大手が向いているでしょう。

【その他】
メディカルシステムネットワーク、フロンティア、ファーコス、メディカル一光は情報が少ないため割愛。中小企業も口コミが揃えば作成予定。

薬
樹

「風通しのいい会社で働きたい人」「薬剤師としていろいろチャレンジしたい人」「管理栄養士と他職種連携したい人」「地域貢献をしたい人」

上司を〇〇さんと呼ぶ風土があり、他社と比較して風通しはいいかもしれません。「地域貢献活動に力を入れている」「やりたいことをやらせてもらえる」というコメントも多く、自分で工夫
して取り組める人にはやりがいを感じられる職場だと言えます。時短勤務の社員のみで構成された開局時間が17時までのmammy店もあり、女性に働きやすい環境への取組みが充実しています。

「給与を重視する人」「男女平等な会社で働きたい人」

残業代はつきますが、管理薬剤師手当がつかないため他社の管理職寄りは給与が低いと予想されます。（管理職手当がついてなおかつ残業代がつく会社もあります）また、管理栄養士の給与は
業界内で高いそうですが、その分薬剤師の給与が減らされているというコメントも多くありました。また、遅番や患者問合せに伴う時間外の開局は基本的に男性社員の仕事とされており、女尊
男卑が起こっています。女性にとっては働きやすい環境ですが、男性への負担は大きいかもしれません。（もちろん、その分出世などは期待できると思います。）

中規模～準大手に位置し、比較的自由な雰囲気をコメントから感じました。もちろん、忙しくて有給が取れない、ボーナスが安いなどのコメントもありますが、給与重視でない方にはある程度
やりがいがあるのかなと思います。SDGsの取組みもしており、地域貢献に興味のある方は一度足を運んでみては？関東にしか店舗がないため、関西の人には馴染みがないと思います。

た
ん
ぽ
ぽ

「病院前の店舗で働きたい人」「最大手ではなく準大手で働きたい人」「女性に優しい会社で働きたい人」

病院前での出店割合が80％と、他社と比較しても高い状況です。病院前での勤務に憧れている人にとって、単純に叶えられる可能性は高いです。アインや日本調剤のような「最大手」ではあり
ませんが、女性も働きやすく、法令遵守がしっかりしています。店舗によりますが、雰囲気が良い、上司に相談しやすい、風通しが良いという意見が比較的多かったです。ときめき休暇は2019
年の「有給5日消化」の通達が出る前からの取組みであり、法律に合わせただけということではないようです。ただし、連休で取得できるかは配属店舗次第です。

「チャレンジ精神豊富な人」「同期と高め合いながら働きたい人」「ガッツリ稼ぎたい人」

「昇給率が低い」「退職金が低い」というコメントが散見されました。昇給停止があるか？最低の昇給額が決まっているか？退職金の算定方法は？など、給与について事前に質問しておきま
しょう。また、「会社が保守的」という意見もあり、いろいろなことにチャレンジしたい人にとっては働きづらいかもしれません。「雰囲気が良い」「仲良し」な会社は働きやすい一方で、ガ
ツガツした同期が少なく切磋琢磨高め合うという観点からは物足りなさを感じる傾向にあります。

前年度の勤務状況に伴いメモリアル休暇（1日）が追加される。岐阜県、愛知県では大手の中で店舗数1位なので、東海地方で働きたい人は検討されて下さい。

フ
ァ
ー

マ
ラ
イ
ズ

「アロマや座り投薬に共感した人」「いろんな店舗で勤務したい人」「体力のある人」

準大手に分類されますので、法令遵守や産休育休制度は揃っています。研修もあります。アロマや座り投薬と言った他社とは違う取組みを推していますが全店で実施されているわけではありま
せん。自分の働きたい地域はどのぐらいの割合で実施されており、勤務できる可能性はどの程度か？ということを冷静に判断しましょう。異動が多いというコメントが多いため、体力があり、
様々な店舗/処方を経験したい人にとってはやりがいがあるかもしれません。

「ワークライフバランス重視の人」「週休2日で働きたい人」
「公休買取」というコメントが頻繁にありました。人手が足りず、本来休みだったはずの日に出勤してその分お給料を多くもらうということです。体力があり、少しでも稼ぎたい人にとっては
良いかもしれませんが、ワークライフバランス重視の方にとってはオススメしません。また、異動についてのコメントも多かったです。

他社と比較して「著しく劣っている」ということはないと思います。回答者によっては「有給が取りやすい」「人の雰囲気が良い」「在庫管理システムがしっかりしている」のようなコメント
もありました。しかし、多数派かと問われると、私が集めた情報の中ではそんなことはなかったというのが正直なところです。「アロマ」「座り投薬」に共感し、会社説明やインターンシップ
を通して印象が良ければ選考に進んでいいと思います。ただ、異動が多く、休日が買取られる可能性を理解しておくべきかなと思います。「休日が思ったより少なかったので…」という理由で
離職するのは避けてほしいところです。有給の取得日数は公開されていないので、公休買取がある中でどの程度の消化率かは質問しておきましょう。

ア
イ
セ
イ

「ワークライフバランス重視の人」「モールに興味のある方」「女性の働きやすい会社に勤めたい」

満足/不満足両意見があるものの、全体として休みがとりやすく残業も他社より少ない。年1回の筆記試験でしっかりと結果を残せば平均程度のお給料も貰える。全体としてバランスが良いなと
感じました。薬局長やマネージャー職にも挑戦でき、社長が女性薬剤師であることからも、女性が働きやすい会社であると言えます。上司に相談すればある程度配属先についても考慮してもら
えるようです。

「同期と互いに高め合っていきたい人」「総合病院前などで専門性を極めたい人」

働きやすい環境がある一方で、「ぬるい」「成長していない」と感じる人も一定数います。薬剤師として専門性を高めたい（極めたい）、社会人としてバリバリ働きたい人には違う選択肢があ
ると思います。総合病院前と比較して患者さん一人ひとりと向き合うことができ、多くの薬剤師が求める働き方を比較的実現することが可能です。

その他
「ここが特にダメ」というポイントはありませんでしたが、逆に「ここが他社には負けない！」みたいなポイントも見つかりませんでした。良く言えばバランスが良い。悪く言えば特徴が無
い。ガツガツしている人が少ない分、目立ちやすい、出世しやすいとも考えられます。店舗見学を通して雰囲気を感じて下さい。（店舗数も多いのでもちろん例外は沢山あります。）

フ
ァ
ー

マ
み
ら
い

「給与重視の人」「福利厚生重視の人」「厳しいノルマを課されたくない人」

現在は新卒採用を行っておらず、初任給も今までの社員とは違った制度が適応されていることから、「給与」に関しては確認が必要。大手特有の「徹底した法令遵守」「細かいルール」のよう
なコメントがなく、どちらかと言うと自由な雰囲気。ノルマも厳しくない。そのためか、評価も曖昧となる。

「自身の仕事を正しく評価してほしい人」「他店や他部署との繋がりを求める人」

店舗間、部署間で情報共有ができていない、連携できていない、交流がないなどのコメントが多かった。そういった繋がりを重視する人は他社を考えましょう。また、自身の成果や薬局の成果
以上に親会社である東邦HDの影響を受けるため、せっかく成果を出しても賞与など目に見える形で評価されない恐れがあります。

その他
2019年にファーマみらいとして新卒募集していたが、急遽親会社の東邦HD配属へ変更。選考後、給与や条件面の変更（減額）が告げられ多くの就活生が内定辞退➡他社へ就職。以降、ファーマ
みらいは新卒採用を行っておらず東邦HDが一括で新卒採用を行っている。

大手保険調剤薬局口コミまとめ　薬剤師＠就活・転職口コミサイト調べ（2/2）

I
&
H

「月々の給与を高くしたい人」「教育/研修制度を重視する人」「休日を重視したい人」「関西で働きたい人」

基本給/薬剤師手当ともに大手調剤薬局の中では高い水準で住宅補助も100％会社負担であることから、他社よりは給与に関する満足度が高い。会社は教育制度をPRしている。実際の満足度はPR
している程ではないが全体としては高い傾向にある。年間休日が業界内でも多く有給の取得日数も低くない。M&Aに伴う人員不足があるものの、有給がまったく取れないというコメントは他社
と比較して少なかった。1分単位で残業が出るものの、「サービス残業になった」というコメントがいくつか見られた。能力不足が原因かは不明。

「本社などで様々なチャレンジをしたい人」「風通しのいい会社で働きたい人」

一族経営ということで要所には親族が配置されている。お伺いを立てたり忖度するという懸念点があり、様々な業務や先進的な取り組みにチャレンジしたいのであればあえてI&Hを選択する必
要はないと考える。「風通しが良い」「風通しが悪い」という両方の意見があったが、全体としては「悪い」というコメントが優勢。素晴らしい社員も多いだろうが他社と比較して「雰囲気が
良い」「風通しが良い」とは言えなさそう。

その他
「給与」「研修」という要素で他社よりも高い評価を得ているため、関西在住者にとっては選択肢の一つになると思われる。初年度の賞与に関しても大手平均よりは高そう。（ただ、2年目以
降の賞与は計算上高くなさそう）


