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合格者の1ヶ月の平均自習時間は
約100h。国試直前は190hを越える学生も。

朝9時
～放課後10時まで、土日も毎日予備校
に来て勉強してました。彼の最初の模試は
150点台だったけど、国試ではなんと250点台！

合格！

集中できる環境での成長速度ってスゴイ‼

ファーマプロダクトが誇る 絶対合格５大戦略

P02

（以下はとある校舎の話） 僕は

※P5をご覧ください

※P7-8をご覧ください

※P6をご覧ください

※P5をご覧ください

～ 国試合格の先を見据えて、自ら学ぶチカラを ～

ファーマプロダクトが誇る 絶対合格５大戦略

新型コロナウイルス感染症の世界的な流行により、医療を取り巻く環境は大きく変わりました。
それに伴い、薬剤師に求められることも変化しています。
医療の進歩だけでなく、社会の変化に対応するため、薬剤師の多様化が求められています。
そのため、薬剤師は学びつづけなければなりません。
だから、みなさんにはただの「薬剤師」ではなく、自ら学び、考えられる薬剤師になってほしい。
みなさんが薬剤師になったあと、自信を持って学び続けられるよう、確かな知識を
身につけてほしい。
ファーマプロダクトは創立以来、この想いを講義で伝えています。
ファーマプロダクトには、この想いをカタチにできる経験豊富な講師陣がいます。
薬剤師国家試験予備校なのだから、国試に合格できればそれでいい。
そうなのかもしれません。ですが、私たちは、国試合格をゴールにしたくはありません。
国試合格は、あなたの薬剤師人生のスタートなのですから。
ファーマプロダクトで、あなたの人生を切り開く一歩を踏み出しませんか。

だから
「わかる・つながる・できる」

こだわり講義

なぜか
コツコツできるから「わかる」

超理解式オリジナル
テキスト

「どんどんつながる」

個性豊かな
講師陣

みるみる集中できる

学習環境

ぐんぐん伸びるから受かる

超理解式
アウトプット型
カリキュラム

薬剤師国家試験

合格

あなたの
薬剤師人生

スタート

ファーマ
の

自習室は
ほぼ
年中無休 !
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だから「わかる・つながる・できる」

こだわり講義
  なぜかコツコツできるから「わかる」

 超理解式オリジナルテキスト

」るがなつんどんど「 

個性豊かな講師陣
 みるみる集中できる

学習環境

ぐんぐん伸びるから受かる

超理解式アウト
プット型カリキュラム
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私たちの講義は、参考書に線を引くだけで終わったり、
闇雲に暗記を押し付けたりしません。
ファーマプロダクトは、あなたの「暗記が大変、記憶が
定着しない」
という悩みをカンタンに解決します。
独自の体験型こだわり講義は、あなたの‘‘なぜ？’’を
「わかる」に変える。深い理解で科目が「つながる」。
どんどん「できる。」解ける問題が増えるから合格が近
づく。だから国試もコワくない。

「 あ！ わかった！がココにある。」
ファーマ生になってアハ体験をすることがあなたにとっ
て薬剤師人生を切りひらく近道です。

私たちのテキストは、参考書ではありません。
他の予備校にはない
超・図解つながりテキストです。

最近の国家試験の傾向や重要ポイントを、
ファーマプロダクトの講師陣が
分かりやすくまとめたものに、講義中に展開する
‘‘図解つながり’’をどんどん書き込み、さらにあなたの
着眼を加えることで完成するオリジナルテキストです。

だから、なぜか勉強がコツコツできる、そしてわかる、
復習もしやすい。要点をぎゅっと集約した自分だけの
超図解式オリジナルテキストになります。

ファーマプロダクトの講師陣は、他の予備校のように、
つまらない【量産型】講義はしません。

講師歴２６年の大ベテランから２年目の若手講師まで
在籍。世代を超えた合格ノウハウがあります。
ベテラン講師が築き上げた「理解が進む伝え方」を土
台に、各講師が全力で改良を重ねてきました。だから、
モリガドウ講師を筆頭に、各講師の人生経験からにじ
み出た個性豊かな伝え方ができます。

他にも、担任制による学習サポートだけでなく、自分に
あった講師に相談・質問できるので、あなたを確実に
合格に導くことができます。

大変な受験生活を続けるには、学習環境が重要です。
あなたが勉強に集中できるよう、各校舎にあった
過ごしやすい環境を、独自に整備しています。

また、疑問点は直接講師に質問し放題。
他の予備校とは異なり予約も不要です。
通学校舎だけでなく、通信校舎でもタブレット等を活
用し、
まるで家庭教師に相談するように質問ができます。
もちろん、電話やメールによる相談もＯＫです。
生じた疑問はその日に解決!!

インプットだけでは国家試験に合格できません。
アウトプットが重要です。
こだわり講義は、他の予備校のように
インプットだけでは終わりません。講義中に独自の方法
で超理解式のアウトプットもします。

さらに、問題演習も加えて、アウトプットを繰り返すため
「理解しながら解ける。あなたがつまずく原因に気づく
から、ぐんぐん伸びる。だから、理解が深まる」という
国試合格への成長スパイラルをつくります。

■ ファーマプロダクトが誇る絶対合格5大戦略　…P1-2

■ 合格に導く超カリキュラム・超オリジナルテキスト　…P5



P04

わかった‼を体験 　 受講生の声あ！

６年生の時、大学でファーマの先生の特別授業があり、知りました。
■ファーマを知ったキッカケ

■入学の理由と決め手
大学の講義のあとに質問をしたとき、国試の過去問だけでなく、他予備校の問題や大学の卒業試験の問題でも、親
身になってわかりやすく説明をしてくれたのが、とても印象的でした。ファーマに通うには東京で一人暮らしをす
る必要があったので、少し悩みました。でも、自分に合った勉強方法はココにしかない︕そう思って、ファーマに
通う事を決めました。

小峯さん（高崎健康福祉大学）　
第106回薬剤師国家試験合格合格

■合格への道のり
私の現役時代、成績は低迷し続けていました…。自分なりに時間をかけて勉強したのに、模試では148点・150点・
140点と、一度も160点以上取れませんでした。卒業延期が決まった後も、ちゃんと卒業できるのか、国試に受かる
のか、大学の先生にも心配されていました。5月にファーマへ入学し、講義と並行して卒試対策。講義で得た知識を
活用して、無事に卒試を突破︕そして、106回国試は、216点（現役最後の模試＋76点）で合格できました︕

140点→216点の＋76点
勉強方法や時間の見直しから教えてくれて合格をつかみました

■ここがおすすめ
他の予備校とは異なり、どの先生も複数の科目をしっかりと教えてくれます。いろんな科目の知識がつながり、苦手
な科目も他の科目の知識で解けちゃうようになりました。とても嬉しかったです︕そして、ファーマでは先生方が常
に寄り添ってくれます。時間を有効活用できるよう、重点的に勉強すべき科目や時間の割り振り方など、自分に合っ
た勉強方法をアドバイスしていただきました。不安が募るときも、「焦らなくて良いよ。ここまで出来ているから大
丈夫。」と、声をかけ続けてくれました。やる気はあるけど点数が取れない。時間をかけて勉強しているのになぜか
成績が伸びない。もがいて不安を抱え悩んでいる。そんな人はぜひファーマプロダクトで合格をつかんで欲しいです︕

滝澤さん（日本薬科大学）　
第106回薬剤師国家試験合格合格

小テストで状況把握、面談でモチベーション維持で
成績底辺から235点で見事合格！
■ファーマを知ったキッカケ

■入学の理由と決め手

■合格への道のり

大学でファーマプロダクトの授業を受講して知りました。

他の有名な予備校の講義も大学で受講していました。正直分かり難い部分が多く、自分には合いませんでした。そ
れがファーマは違いました。だから予備校選びは迷いませんでした。他にも、先生に接しやすく、質問がしやすい
点も決め手です。疑問がすぐに解決出来る点がいいですね。自分にあった受講スタイルも選べます。そして何より
も他の予備校よりもリーズナブル。トータルで考えると、経済的にもダメージが少なく、自身で払える所も魅力的
でした。

大学時代、私は真面目に勉強もやらず１日４時間やればよいというぐらいの勉強量。６年生の後半、学年順位が最
下位から５番まで落ちました。でも、受かるだろうとなめていました。最後は追い込み、点数が上がりましたが、
国試は残念な結果となりました。実習先の薬局や病院に合わせる顔がなく、親や就職予定先の同期にも話すのが辛
かったです。この辛い経験をしたことで心を入れ替えて「次の国家試験で受からなかったら薬剤師になる道を諦め
る。｣と決意し、最初で最後のリベンジに向けて真面目に取り組むようになりました。しかし、最初は大変でした。
スマホ依存症で、勉強中にスマホを触って気づいたら１時間経過…なんてこともよくありました。これもファーマの先生に相談し克服し、休みの日でも1日
10時間くらい勉強できるようになりました。担任の先生との定期面談では、優先度を見極めたり、出来たところは褒めてくれたり、やる気を継続的に保つ
ことができました。ファーマの授業は、単元毎にミニテストがあります。実施時の学力や周りと比較した自分の立ち位置が常に把握出来ます。弱点の補強
がしやすくとても助かりました。最初の模試は194点。はじめは、あきらめそうでしたが、直前模試では221点。｢このまま気を緩めなければ大丈夫、絶対
受かるよ︕｣という先生の言葉を信じて最後まで頑張りました。国試は235点で合格。６年生で最下位から５番目の底辺だった私。たった１年で＋41点。
無事に合格することができました。これは間違いなくファーマの先生方のおかげです。本当にありがとうございました。確実に点数を上げて絶対に合格した
い方は、ファーマプロダクトをおすすめします。

＼その他にも沢山の受講生の声が届いています／

生

でした。
‼
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合格！合格！episode②

\ 奇跡の
　　　呪

文

　　とにかく物化生が苦手（大嫌い）でした。
　大学ではその場しのぎで暗記してやり過ごしてました。
　薬剤師になってから使わないのにっ　て　  　　みんな言ってたし。
でも、守ヶ洞先生の有機化学を受けて、衝撃的
問題が解ける、わかるっ　てこんなに気持ちがいいんだ‼
なんでもっと早く見なかったんだろうって。
　仕事には直接関係ないけど、あの時成長を実感
　　瞬間は今でも心に残ってます。

合格！

　モリガ　　ドウ♪/

でした。

　した

第106回薬剤師国家試験

合格率87.7％
（出席率90％以上の学生で集計）
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コース案内はP9をご覧ください。

朝の講義前に疑問点も解決！！

！ ファ ー
マ

生
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みるみる伸びる　絶対合格ファーマ生の1日
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お
③

な

　割引きがあ
るので、何気

なく友だちと
ノリで

「１００％出席
しようぜ」て

決めたんだけ
ど、だんだん

意地でも「遅
刻しないぞ！」

て気になって
きてww

気付いたら夜型
から朝型の生

活になって、ホ
ントに

1年間無遅刻
無欠席。事務

さんが毎朝「
続いてるね！」

て言ってくれ
て嬉しかった

んです(^^♪

合格！

　大切な
　財産です /

なんでもやってみ
なきゃ分からない

ですね‼

■

得
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国試に合格したファーマ生は、いったいどのように毎日を過ごしているのか？
ファーマ生の1 日を覗いてみよう！！

同じ時間にすることで
リズムが作れる！！

９：１５
ファーマの朝は早い！朝８時から
教室を開放しています。
９：３０の授業開始まで1 時間30 分。
早めに登校し、前日の復習をする方も多いです。

ランチタイム１３：２０
お昼休憩は50 分間！休むときはしっかり休もう！
たまには校舎の近くで外食してリフレッシュするのもあり。
また、各校舎徒歩圏内にコンビニ有！お昼ご飯を忘れたときも安心です

糖分とらないと頭がまわらない！
しっかりとランチをとります！

自主学習１６：４０

時間割(午前)
1限  9:30～10:40
2限10:50～12:00 
3限12:10～13:20

時間割(午後)
4限14:10～15:20 
5限15:30～16:40

ファーマは17 時に授業が終わります。校舎が閉まるのは22時。
だから放課後に自習時間をたっぷり作れます。
校舎に残って自習室で勉強している学生さんが多数！夜ご飯はラウンジ等で
食べることも可能です。そして、土日も自習室が開放されているから休日も
しっかり勉強時間を確保できます。

「もう一度、ここが聞きたい」
と思ったら講義を再視聴す
ることもできます！

講義のあとは気になったことや質問を講師
に確認！徹底的にバックアップしてくれるから
国家試験に合格しないはずがない！
疑問点はその場で解決いたします

七夕やハロウィン、クリスマスなど、

イベントの時期は校舎もちょっと賑や
かに！

＊校舎により開校時間は異なります。　

＊校舎により開校時間は異なります。　

本棚やカウンターに常備しているフ
ァーマの書籍は

自由にご利用いただけます^^

お昼休みに学生同士で軽く問題を出し合ったり
もします♪

今日の復習は
絶対この時間に
やろう！一番頭に
残っている時に
定着させよう!!





「風邪で講義を休んでしまった」
「卒業式がある」など、講義を欠席
した場合でも、講義を録画してい
るため空き時間を利用して、個別
に視聴することができるので安心
です。
また、うっかり聞き逃してしまった
箇所や、もう一度聞き直したいと
きも視聴できるため、しっかりと理
解することができます。

質問は、講義中以外の空き時間に
いつでも行うことができ、通信校舎
では、タブレット等でリアルタイム
に質問することができます。
また、通信校舎には定期的に講師
が訪れるため、安心です。
質問にはしっかりと理解できるまで
講師一同全力で対応し、その場で
解決するまでサポートします。

講義終了後だけでなく、朝や休日
も各自の自習スペースを開放し講
義の復習やテスト勉強ができる環
境を提供しています。
このため、自分のペースで自習す
ることができます。

現住居付近に予備校が無く、予備校
入学にともない引越しをする方の引
越し費用の一部を負担します。
（※条件アリ）
⇒基礎からつながる通学・絶対合格5月コース
　 最大30,000円補助
⇒パパっとつながる通学・絶対合格9月コース
    最大20,000円補助

通学定期と通勤定期の差額を補助いた
します。
◆東京校（通学）の方

　⇒１ヶ月最大5,000円補助
◇大阪校・名古屋校・徳島校（通学通信校）の方

    ⇒１ヶ月最大3,000円補助

３大支援制度でお財布をサポート 

新生活応援制度１ 定期差額補助制度２

通学コースで出席率100％で、
国家試験に合格した方には
キャッシュバックいたします。
⇒東京校 50,000円
                                    キャッシュバック
⇒大阪校/名古屋校/徳島校 30,000円
                                       キャッシュバック

合格お祝い制度３

再視聴で安心！

みるみる成長できる 学習環境

質問で解決！ 自習で定着！
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生合格！合格！
episode⑤

\ ひとり
の

　　質問
で

　　自分って質問ガンガンするタイプです！っていう
　　人ってあんまり居ないと思うんです。
　　私もそんなタイプの一人。
でも、ある時プリントのミスを見つけて、先生に聞いて
みたら「早く気づいて良かった！ありがとう！」
て感謝されちゃって、、。それからは疑問に思ったことを
どんどん質問できるようになりました。

合格！

みんなが
1点アップ !/

「？」を放置するか1点に変えるかは自分次第‼

て !
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\  ポイントその１/

科目間の知識がつながる
\  ポイントその２/

国試の傾向を反映した　  講義

\  計算問題
　できない？
アタシの授業

、

聞いたことあ
る？/

\  あなたの
　心に寄り添う

　　授業です！
/

\  合格の笑顔を
　作るのが　　仕事です！/

Youtube

\  ともに笑うため
、

　ともに闘おう！
/

\  あなたの
「なんで？」を
教えて下さい！/

\  専任
講師陣

の

　熱い
講義を

　体感
せよ！

/

㊙

伊藤  文子　講師

島村 龍磨　講師

岡ノ谷  美帆　講師

【担当科目】　物理／衛生／薬剤／実務

森田  浩司　講師守ヶ洞  順　講師

丹野  秀一　講師伊藤  文子　講師

島村 龍磨　講師

岡ノ谷  美帆　講師

森田  浩司　講師守ヶ洞  順　講師

丹野  秀一　講師

【担当科目】　生物／法規・制度・倫理／実務【担当科目】　物理／衛生／薬剤／実務

【担当科目】化学／病態・薬物治療

【担当科目】　生物／法規・制度・倫理／実務

TEACHER’s  FILE TEACHER’s  FILE

TEACHER’s  FILE TEACHER’s  FILE

講義動画講義動画TEACHER’s  FILE

TEACHER’s  FILE

「どんどんつながる」 個性豊かな講師陣
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国家試験は、1問の中に複数の科目の要素が
含まれているため、知識がつながっていない人は不合格
になってしまいます。

ファーマプロダクトの講師陣は、圧倒的に経験豊富。
大手予備校のように特定科目を専任で担当するのでは
なく、
複数の科目を担当しています。
だから、あなたに知識をつなげて伝えることができるの
です。

科目間の知識がつながれば、理解が進む。
科目だけをみていたらわからなかった疑問が、
一気に解消される。だから、解ける。
ファーマプロダクトの講師が、あなたを合格に導きます！

国試の傾向を熟知した講師陣が、点数を上げるポイント
を盛り込んだ㊙講義を行うことで、皆さんの成績をぐん
ぐん伸ばします！

なぜそれができるのか。
その一つが、業界屈指の「回数別・国試解説書」
＝ファーマプロダクトの「完全攻略ナビ」です。
他の予備校の「形だけ・解説書」とは異なり、
「超図解と詳細解説で理解が進む」と好評です。
ファーマは、この国試解説を2,600問以上作成してきた
ベテラン講師をはじめ、
全講師が毎年30問以上の解説を作成し、国試の傾向を
徹底分析しています。
国試出題の傾向が手に取るように分かるから、あなたを
合格に導く講義や指導ができるのです。

【担当科目】　物理／薬剤／実務【担当科目】　物理／薬剤／実務

【担当科目】　生物／薬理／病態・薬物治療
　　　　　　　　／実務
【担当科目】　生物／薬理／病態・薬物治療
　　　　　　　　／実務

【担当科目】　生物／薬理／病態・薬物治療
　　　　　　　　／実務
【担当科目】　生物／薬理／病態・薬物治療
　　　　　　　　／実務

【担当科目】　化学／病態・薬物治療
　　　　　　　　／法規・制度・倫理／実務
【担当科目】　化学／病態・薬物治療
　　　　　　　　／法規・制度・倫理／実務

講義動画講義動画 講義動画講義動画

講義動画講義動画講義動画講義動画講義動画講義動画



が  

\  ポイントその３/

自分に合う先生がきっといる
\  ポイントその４/

分かるまでとことん付き合います！

講師紹介動画Youtube

\  知識を
つなげる

のは

私にまか
せて！/

/
\  わかったフ

リは

やめていいん
だよ。

　なんでも
　聞いてくだ

さい！/

\  分からない
は

　　大歓迎！

　わかるま
で

　  とことん
教えます！/

 質問
無制限‼

\  無駄な　努力は　させません！/

\  合格するに
は

　コツがあ
る！/

\  鼓舞激励！/

講師紹介動画

國谷  祐加　講師

小林 美保子　講師

仁平 雄介　講師 堀川  裕介　講師

加藤  富紀子　講師

國谷  祐加　講師

小林 美保子　講師

仁平 雄介　講師 堀川  裕介　講師

加藤  富紀子　講師

TEACHER’s  FILE

TEACHER’s  FILE TEACHER’s  FILE

TEACHER’s  FILE

TEACHER’s  FILE

コース案内はp.9をご覧ください
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が ４つのポイント であなたを 合格 に導きます‼
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\ 合格するまで　とことんつきあうで～！

大野  正紀　講師大野  正紀　講師

TEACHER’s  FILE

【担当科目】　物理／生物
　　　　　　　　／法規・制度・倫理／実務
【担当科目】　物理／生物
　　　　　　　　／法規・制度・倫理／実務

【担当科目】　物理／薬剤／実務【担当科目】　物理／薬剤／実務 【担当科目】　生物／薬理／病態・薬物治療
　　　　　　　　／実務
【担当科目】　生物／薬理／病態・薬物治療
　　　　　　　　／実務

【担当科目】　衛生／法規・制度・倫理
　　　　　　　　／実務
【担当科目】　衛生／法規・制度・倫理
　　　　　　　　／実務

【担当科目】　薬理／病態・薬物治療
　　　　　　　　／衛生／実務
【担当科目】　薬理／病態・薬物治療
　　　　　　　　／衛生／実務

【担当科目】　物理／生物／薬理
　　　　　　　　／病態・薬物治療／実務
【担当科目】　物理／生物／薬理
　　　　　　　　／病態・薬物治療／実務

例えば、あなたが薬理につまづいたとき、直接質問できる
先生は５人もいます。
大手予備校は、各校舎に１科目１人担当というケースが
多いものです。

「あの先生苦手だなぁ～」となると、その科目も苦手に…。
しかし、ファーマプロダクトは違います。
１つの科目を複数の講師が担当しているからこそ、あなた
を助けてくれる先生がきっといます。

若くて気軽に聞ける先生、重厚な解説をしてくれる先生、
じっくり丁寧な先生、テキパキしている先生、一緒に考えて
くれる先生など、科目ごとにあなたの推しの先生を見つけ
てみてください。
あなたの推しの先生が、あなたの合格を後押しします！

国家試験に受かるための秘訣。
それは、疑問から逃げないことです。

あなたの疑問はファーマプロダクトの講師陣が一緒に
なって『徹底的に解決』します。
他の予備校のような質問の予約は不要です。
いつでも・どこでも・何度でも、
あなたが疑問に感じたときは、講師に質問してください。

回数・時間は無制限。あなたの疑問が解決するまでとこ
とん相談にのります。
ファーマプロダクトの講師陣は、手厚い質問対応であな
たを合格に導きます！

講義動画講義動画 講義動画講義動画 講義動画講義動画

講義動画講義動画講義動画講義動画講義動画講義動画



コース案内

Q.追加eラーニングとは？

（各コースのお申込はp.11をご覧ください）

右記QRコードよりお申込
いただけます。また、お電話
でもお受けしております。

申込方法

基礎からお部屋で

あなたのペースで　 あなたのペースで　

※対象校舎：なし（ご自宅受講）

A.上記のeラーニングコース「あなたのペースで　絶対合格　eラーニング　５月コース」
または、「あなたのペースで　絶対合格　eラーニング　９月コース」をオプションで
ご利用いただくことが可能です。教室やZoomで受けた講義をご自宅で同じ講義の視聴が
可能です。どちらのコースもプラス10万円（税抜）で付けられます。
＊講義視聴は講義日の約1週間後からとなります。
＊対象コース：★マークが記載されている4コース

無料体験入学やってます！

４月から学ぶ ５月から学ぶ ９月から学ぶ

合格先取り
スタート
ダッシュ講座

通学で
学ぶ

対面講義
または
通信講義

オンライン
で学ぶ

Zoom
または

eラーニング

基礎からつながる　
通学・絶対合格５月コース

★★

★★

★マークがついているコースについて

★マークのコースはオプションで追加eラーニングが付けられます。

基礎から応用までを講義や問題
演習を通して、時間をかけて着実
に理解が進む最もおすすめのコ
ースです。模擬試験も含まれます。
集団受講型講義で、校舎により、
対面講義または通信講義をお選
びいただけます。
ご希望に応じてeラーニングも付
けられます。

【受講期間】
5月中旬～国家試験直前。月～金曜日。

【講義時間】
70分×5コマ

国家試験の
過去問解説
講座です。ま
ずは前回の
国家試験の
ポイントを確
認し、4月から
の学習リズム
をいち早く身
に着けます。

【受講形式】
Zoom

【受講期間】
4月中旬～　
　　5/12（木）
計12日間

※5月コース受講生
は実質無料で受講可
能です。

スタンダード

限られた時間の中で確実に合格
をつかみたい方向けのコースで
す。卒業延期の方や就業中の方
におすすめの9月スタート、知識
と応用力を短期間で身につけま
す。集団受講型講義で、校舎によ
り、対面講義または通信講義をお
選びいただけます。ご希望に応じ
てeラーニングも付けられます。
　

【受講期間】
9月～国家試験直前。月～金曜日・隔週土
曜日。

【講義時間】
70分×5コマ

自宅でじっくり基礎から身につけたい方に
おすすめです。東京校の講義をZoomで
リアルタイムに配信しますので通学校舎
と同様に、学習リズムがつくりやすいコー
スです。模擬試験も含まれています。
　

＊受講期間・講義時間は、「基礎からつながる　通学・
絶対合格５月コース」と同様です。

自宅にいながら限られた時間で確実に合格
をつかみたい方向けコースです。東京校の
講義をZoomでリアルタイムに配信します
ので学習リズムがつくりやすいコースです。
模擬試験も含まれています。
　

＊受講期間・講義時間は、「基礎からつながる　通学・絶
対合格9月コース」と同様です。

※対象校舎：東京(対面)、大阪・名古屋・徳島（通信）
★マークのコースはオプションで追加eラーニングが付けられます

自宅でじっくり、自分のペースで基礎から身
につけたい方におすすめです。東京校の録
画講義を自分のペースで何度も見返しが可
能です。模擬試験も含まれます。
　
【受講期間】
5月中旬～国家試験直前。
　

＊講義内容は、「基礎からつながる 通学・絶対合格５月
　コース」と同様です。

自分のペースで短期集中型で学習したい
方におすすめです。東京校の録画講義を
自分のペースで何度も見返しが可能です。
模擬試験もコースに含まれています。
　
【受講期間】
9月～国家試験直前。
　

＊講義内容は、「基礎からつながる　通学・絶対合格9月
　コース」と同様です。

通学・絶対合格 9月コース

Zoom・絶対合格 5月コース Zoom・絶対合格 9月コース

eラーニング・絶対合格 5月コース eラーニング・絶対合格 9月コース

パパっとお部屋で

パパっとつながる
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※開校準備中のため東京校にお問い合わせください。

個性あふれる先生たちの講義で、
わからない問題もたちまち理解!!

合格に向かって、仲間と一緒に
進んでいこう!!

あえて地方という選択。
必要なものはすべてここに!!

アクセス良好な校舎と自分に合った
勉強スタイルで目指す合格への道!!

TEL 03-3369-8188  
FAX03-3369-8189

〒169-0075　
東京都新宿区高田馬場3丁目18ー25
第一康洋ビル３F

TEL 03-3369-8188   
FAX03-3369-8189

〒450-0002　
愛知県名古屋市中村区名駅五丁目4-14
花車ビル北館4F

TEL 06-6345-7713
FAX06-6345-7793

TEL 088-622-1588   
FAX088-622-1557

〒770-8053　
徳島県徳島市沖浜東3-46
甲南アセット徳島Jビル東館１F

東京校

大阪校

名古屋校

徳島校

対面教室

通信教室

通信教室

通信教室

〒530-0001　
大阪府大阪市北区梅田1丁目1-3
大阪駅前第3ビル２F

お
し

え
て
！ ファ ー マ

生

合格
！

合格
！
校舎ス

タッフ
編

　　直
接話し

たこと
はない

けど、
毎日朝

一で校
舎を

　　開
けてく

れてた
事務さ

ん。

　　電
車の時

間の都
合で朝

8時前
に着い

ちゃう
んだけ

ど

　　嫌
な顔せ

ずいつ
も「お

はよう
！」て言

ってく
れて、

　　長
距離通

学でも
朝学習

をさぼ
らず続

けられ
ました

。

　店舗
で働き

始めて
、毎日8

時に開
ける大

変さを

　　実
感して

から、ほ
んとあ

りがた
かった

なっ　て

　　　
　改め

て思い
ます。

合格
！

お

し
え

て ！ ファ ー
マ

生合格！合格！校舎スタッフ編
　　通信校舎だと、先生が

常にいるわけじゃないので

　ちょっと落ち込んだ時に
話を聞いてくれる人がいて

　くれるだけで、ちょっと救
われてました。

　勉強ばっかりで息が詰ま
った時、普通に趣味の話で

　盛り上がったりするだけ
なんだけど「よし、やるか」

　て気持ちの切り替えがで
きたり。

　　模試のあと、点数悪く
て落ち込んでたら放課後

　ずっと残って話聞いてく
れて、この人のためにも

　　　次の模試がんばろう
って思いました。

　
　

合格！

　　国試の時にもらったカ
ードは

今でも大切にとってありま
す。

お
し
え て ！ ファ

ー
マ
生

合格！合格！
校舎スタッフ編

　　先生に電話で質問してた時に、質問のプリントが

　手元になかったとき、横でサッと用意してくれたり

　　はじめて先生に質問するのを怖がってたら、

   先生の面白エピソードを教えてくれたり（笑）して、

   何かと気遣いしてくれたのが嬉しかったです。

          あと、友だちみたいに接してくれて、

      先生より近いっていうか、親戚のお姉さん

       みたいな存在で、事務室に行くのが億劫じゃ

            なくなりました。仕事中にいろいろ

                   話しかけて邪魔してたら

　　　                 ゴメンナサイ笑笑

合格！
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講師常駐

講師常駐
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みるみる集中できる 校舎案内





P12

割引案内

ファーマプロダクトでは皆さんを応援し国試合格をサポートするための様々な割引制度をご用意しております。
ご自身に当てはまる割引をご確認いただき、コースお申込み時に申請してください。
※各割引期限以降の割引の最新情報はファーマプロダクトHPをご確認ください。

超早割／早割
基礎からつながる絶対合格５月コース

＜対象＞割引期限内にお申込みされるすべての方（eラーニングコースを除く）。
このページに記載の全ての割引と併用可能。

校舎コース 割引金額（超早／早） 割引期限

Zoom自宅学習応援割

名古屋校 開校記念／確定割

絶対合格リトライ割

予備校のりかえ割

＜対象＞2021年度、ファーマプロダクト全日制コースに在籍されていた方で、割引期限内に5月コースをお申込みされる方。
　　　　こちらのページに記載の全ての割引と併用可能。

＜対象＞割引期限内に名古屋校にお申込みさ
れるすべての方。確定割でもっとおトクに！

＜対象＞割引期限内にZoom全日制コースに
お申込みされるすべての方。

＜対象＞割引期限内に大阪校・徳島校に
お申込みされるすべての方。

230,000 円引／180,000 円引

200,000 円引／160,000 円引基礎からつながる絶対合格５月コース
基礎からお部屋で絶対合格５月コース Zo om 200,000 円引／160,000 円引

超早割：3/14

＜対象＞2021年度、他予備校の全日制コース（５ヶ月以上のコース）に在籍されていた方。

超早／早

いっしょに合格めざそう友だち割 ＜対象＞通学コースを2名以上のグループで同時申込みされる方 
2021年度ファーマ全日制コース卒業生からのご紹介でも適用可能です。 

パパっとつながる絶対合格9月コース
基礎からつながる絶対合格5月コース

東京校 50,000 円引
パパっとつながる絶対合格9月コース
基礎からつながる絶対合格5月コース 30,000 円引

校舎コース 割引金額 割引期限

なし

なし
大阪校
名古屋校
徳島校

東京校

大阪校
名古屋校
徳島校

パパっとつながる絶対合格９月コース 200,000 円引／160,000 円引
170,000 円引／140,000 円引パパっとつながる絶対合格９月コース

パパっとお部屋で絶対合格９月コース Zo om

東京校

コース 割引金額 割引期限

9月コース

5月コース
コース 割引金額 割引期限

基礎からつながる絶対合格５月コース
校舎コース 割引金額 割引期限

200,000 円引

150,000 円引基礎からつながる絶対合格５月コース

基礎からお部屋で絶対合格５月コース Zo om 150,000 円引
3/23

東京校

自分のペースで絶対合格５月コース 100,000 円引eラーニング

※2021年度　通学、Zoom、eラーニングを含む1年コース、半年コースに在籍されていた方が対象です。

友

名

※確定割とは申込期間内に名古屋校の入校を確約いただき申込みされる方限定の割引です。確定割をご利用の場合、キャンセル及びご返
金は一切受付いたしかねますのでご了承ください。ただし、合格によるキャンセルの場合はご返金いたします。詳細はお問い合わせください。

通大阪校・徳島校（通信）

パパっとつながる
絶対合格

基礎からつながる
絶対合格 200,000円引 3/31

基礎からつながる絶対合格５月コース
校舎コース 割引金額 割引期限

200,000 円引
150,000 円引基礎からつながる絶対合格５月コース

基礎からお部屋で絶対合格５月コース Zo om 150,000 円引
なし

東京校

自分のペースで絶対合格５月コース 100,000 円引eラーニング

パパっとつながる絶対合格９月コース 180,000 円引

135,000 円引パパっとつながる絶対合格９月コース

パパっとお部屋で絶対合格９月コース Zo om 135,000 円引
なし

東京校

自分のペースで絶対合格９月コース 90,000 円引eラーニング

※※2021年度に他予備校に在籍していたことが分かる書類の提出が必要です。

スタートダッシュ割 ＜対象＞割引期限内に絶対合格5月コースにお申込みし、
Zoomスタートダッシュ講座（98,000円）も受講する方。

絶対合格
5月コース

コース 割引金額 割引期限

98,000円引 4/17

ス
実質 無料!

9月コース

5月コース
パパっとお部屋で

絶対合格

基礎からお部屋で
絶対合格 200,000円引Zoom

eラーニング

通学

Z

全ての割引
と併用可！

リ

の

　早割：4/14

170,000 円引／140,000 円引

超早割：3/31
　早割：4/14

9月コース

5月コース
コース 割引金額 割引期限

パパっとつながる
絶対合格

基礎からつながる
絶対合格 確定割：250,000円引

開校記念割：200,000円引
確定割：3/14

開校記念割：3/31

校舎

3/31

※4/1以降の割引はHPで最新情報をご確認ください。

大阪校
名古屋校
徳島校

大阪校・名古屋校・徳島校

大阪校・名古屋校・徳島校

大阪校・名古屋校・徳島校

12
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薬剤師国家試験は、６年間勉強してきたことを全てぶつけ

て立ち向かう、非常に厳しい試験です。生半可な勉強量で

合格できるほど、甘いものではありません。限られた時間

の中で、合格に必要な知識を、正しい戦略で確実に身につ

けていかなければなりません。ファーマプロダクトは、こ

れまでの実績をもとに、考え抜かれた学習効率の良い講義

を提供します。毎日の講義は、国家試験を分析し続けてき

た経験豊富な講師陣が担当します。また、模擬試験や各種

テストは、蓄積してきたデータや経験、最新の傾向やトピ

ックスを取り入れて作成しています。さらに、定期的に学

習相談の機会を設けて、一人ひとりの学力に合わせた学習

方法の提案も行います。

「わからない」は「やりたくない」に直結します。講師陣

は、つまずきやすい箇所を熟知していますので、効率的な

勉強法を的確にアドバイスし、勉強のやる気を維持できる

ようサポートします。大学生は、１人の立派な大人です。

大学で勉強して卒業するのも、国家試験を受けて合格を

つかみ取るのも、お子様自身。勉強は本人に任せているか

ら…とおっしゃる保護者様も多くいらっしゃいます。私た

ちは、勉強面で最大限のサポートをしてまいります。しか

し、国家試験の勉強は過酷で、孤独なもの。だから、保護

者様には最大のサポーターでいて欲しいと思っております。

I＆H、アインホールディングス、イオン薬局、ウエルシア、クオール、クスリのアオキ、くすりのもりた、
クラフト、クリエイトエス・ディー、コクミン、ココカラファイン、コスモス調剤薬局（名北調剤）、
サッポロドラッグストアー、サンドラッグ、サン薬局、スギ薬局、総合メディカル、たんぽぽ薬局、ナカジマ薬局、
ニチホス、日本調剤、ファーマライズホールディングス、マツモトキヨシ、メディカルシステムネットワーク　など

「就職活動したいけど、勉強が忙しいからできない」
　　　　　　　　　　　　　「講義があるから就職活動のために休みたくない」

そんな学生のために、ファーマプロダクトでは就職支援会社（ファーマフィールドなど）や協力会社と
提携して、7月、1 0月など少し余裕がある時期の昼休みに、ランチョンセミナーを開催。
学内で企業説明会を開くため、就職活動で勉強に集中できないということもありません。
講義のスケジュールにあわせて、面接などの日程を調整してもらえたり、面接の場所も校舎にして
もらえるので安心です。
また、国家試験後には合同企業説明会も開催していますので、試験後も安心して就職活動がおこな
えます。

ファーマプロダクト
スタッフ一同

お
し
え て ！ ファ

ー

マ
生

合格！合格！
  就活 編

　　ランチョンで、ファーマ出身の人が来て
　すごく共感できる部分があり、在学中の先生の

　　話とか、ぶっちゃけトークが面白かった。

　勉強のコツとか、実際はどうやってたとかも、

　　経験者から聞くとすごく為になる。
　　女性の働きやすさなど、企業によって
　　　少しずつ違うので、出来ればいろんな
　　　　　会社の話を聞いて
　　　　　　おいたほうがいいなと思う。

合格！

お
し

え
て ！ ファ ー マ

生

合格！合格！　　就活 編
　　とにかく

国試に向け
て勉強漬けだ

ったので

いざ、免許取
ってもどこに

行けば良い
のか

　わからなく
て、国試後の合

同企業説明
会で

　　　いろ
んな企業さ

んとお話して
、親とも相談

して

　　　　　
　　そのう

ちの1つに決
めました！

　    国試終
わるまでは就

活する気に
なれなかった

から

　　     全部終
わった後にま

とめて

               
  色んな会社

のことが聞け
たので

               
              良

かったです！

合格！

\　就活支援
も ばっちり！　/

\　わたした
ちも

　　　全力
で応援しま

す　/

卒業生の活躍先 （敬称略 順不同）

就職支援

保護者の皆様へ

13
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書籍・模擬試験

問題を解きながら、すぐに解説を確認したいあなたにも、
国試と同様に問題だけをひたすら解きたいあなたにも対応！
１冊で使い方いろいろ！解説はもちろん、
ファーマプロダクトの講師陣がわかりやすく作成！
―――――――――――――――――――――
第107回・・・・・・・・・・・2022年5月中旬　発売予定
第98回/第99回/第100回/第101回/第102回/
第103回/第104回/第105回/第106回/・・発売中
―――――――――――――――――――――

薬剤師国家試験問題　完全攻略ナビ
業界初の二形式掲載!! モデルコアカリキュラムに準拠

コアカリポケット問題集（第3版）全9巻

持ち運びに便利なポケットサイズでいつでも携帯、
いつでも学習！
何度もくり返して、アウトプットに最適！
全9巻でSBO完全網羅！
CBT対策はもちろん、国試必須も対策できる！

好評発売中

eラーニングde CBT対策講座
コアカリポケット問題集ご購入者にオススメ！

ファーマプロダクト人気講師によるCBT対策に特化したeラーニング。
数多くの大学で評価いただいてる講義コンテンツを使って、
全SBOを完全攻略しよう！
テキストはeラーニングサイト上でダウンロード。
問題はコアカリポケット問題集を使用。
早聞き機能があるため、倍速で再生し効率よく学習できる！
わからない科目だけを選んで申し込めるので、自分のペースで勉強しよう！
講座詳細はホームページをご覧ください。

7
7

国試問
題

国試問
題

表から開けば… 裏から開けば…

問題を解きながら、
すぐに解説を確認
できるから、国試勉
強開始時から使い
やすい！

解答・解説を見るこ
となく問題を解け
るから、国試直前の
確認に最適！

薬剤師になりたい「あなた」へ贈る

最強のシリーズ プロが作った問題集で実力アップ！国家試験突破を目指す人必携！
ホームページからもご購入いただけます。詳しくは

WEB模擬試験 受験料 11,000 円（税込）

講師歴 10 年以上のベテラン講師が出題
するファーマプロダクトの模擬試験は、
毎年国家試験的中問題が多数登場！！
全国の大学でも多数ご採用いただいている
模擬試験を年末から年明けにかけて、
ご自宅で個人受験が可能です♪

模試の特徴

成績分布や分野別成績等が記載された詳細な成績、
全問の正誤一覧表記載の出題単元や難易度から
あなたの得意不得意を詳細に分析します。
また、各問を丁寧に解説し周辺知識も掲載している
解説も大変ご好評いただいております。

詳細な成績表・解説

14

■表面
 - 左

ファーマプロダクト受講生は
無料で受験いただけます。
（※短期講座受講生は除く）

ファーマプロダクト受講生は
無料で受験いただけます。
（※短期講座受講生は除く）



お問い合わせ

\　　わたしたちと一緒に、合格をつかみとりましょう　　/

■各種SNSHP

×

各種お問い合わせ、お申込は上記の各校電話番号、下記ホームページで承ります。教室見学も随時受付けておりますので、ぜひ一度教室にお越しください。

instagramTwitter Youtube

東京校 大阪校 名古屋校 徳島校

https://www.pharmaproduct.co.jp
QRコード読み取りもしくはファーマプロダクトで検索

検索ファーマプロダクト

大阪校

名古屋校 徳島校

〒169-0075　東京都新宿区高田馬場3丁目18ー25第一康洋ビル３F

TEL 03-3369-8188   FAX03-3369-8189
〒530-0001　大阪府大阪市北区梅田1丁目1-3大阪駅前第3ビル２F

TEL 06-6345-7713  FAX06-6345-7793

〒450-0002　愛知県名古屋市中村区名駅五丁目4-14花車ビル北館4F

TEL 03-3369-8188   FAX03-3369-8189
〒770-8053　徳島県徳島市沖浜東3-46甲南アセット徳島Jビル東館１F

TEL 088-622-1588   FAX088-622-1557

ACCESS
徳島市バス「ふれあい健康館」より
徒歩３分

ACCESS
地下鉄桜通線「国際センター駅」
徒歩３分

ACCESS
JR山手線「高田馬場駅」
「早稲田口」改札口より
徒歩１０分

ACCESS
地下鉄御堂筋線「梅田駅」より
徒歩５分

西武新宿線「下落合駅」
「南口」より
徒歩５分

地下鉄谷町線「東梅田駅」より
徒歩５分
地下鉄四ツ橋線「西梅田駅」より
徒歩５分
JR東西線「北新地駅」より
徒歩３分
JR各線「大阪駅」より
徒歩８分
阪神各線「梅田駅」より
徒歩５分
阪急各線「梅田駅」より
徒歩１０分

■ JR大阪駅 徒歩5分
■ 梅田駅 徒歩5分
〒530-0001　大阪市北区梅田
1丁目1-3 大阪駅前第3ビル 2F
TEL:06-6345-7713
FAX:06-6345-7793

アクセス良好な
自分に合った勉大阪校

詳細については、各校にお問い合わせ、またはホームペ
URL：www.pharmaproduct.co.j

校阪大 ： @ENIL
ID：@pharma_osaka
大阪校の詳細は
こちらから

さらにくわしく

■ 高田馬場駅「早稲田口」徒歩10分
■ 下落合駅「南口」徒歩3分

■ JR大阪駅 徒歩5分
■ 梅田駅 徒歩5分

〒169-0075　東京都新宿区
高田馬場3丁目18-25 第一康洋ビル
TEL:03-3369-8188
FAX:03-3369-8189

〒530-0001　大阪市北区梅田
1丁目1-3 大阪駅前第3ビル 2F
TEL:06-6345-7713
FAX:06-6345-7793

東京校 個性あふれる先生たちの講義で、わからない問題も
たちまち理解!!

アクセス良好な校舎と
自分に合った勉強スタイルで目指す合格への道！大阪校

詳細については、各校にお問い合わせ、またはホームページをご覧ください。 ※お電話の受付時間：平日10：00～17：00
URL：www.pharmaproduct.co.jp ファーマプロダクト 検  索

校京東 ： @ENIL
ID：@pharma_tokyo
東京校詳細は
こちらから

校阪大 ： @ENIL
ID：@pharma_osaka
大阪校の詳細は
こちらから

さらにくわしく

さらにくわしく

※名古屋校　開設準備中のため、東京校にお問い合わせください

名古屋校

地下鉄
東山線

地下鉄
桜通線

泥
江
町
通

大名古屋ビルヂング

笹島小学校
トワイライトスクール

国際セ
ンター

名
古
屋
駅

JR・私鉄各線「名古屋駅」
徒歩８分

名
古
屋
高
速
都
心
環
状
線

ウインクあいち

国際センター

108回LINE

東京校

（準備中）

（準備中）
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