
■ 2022年3月集計（2018年6月～2022年3月まで）

Q1　 転職のきっかけは？

Q2　転職（再就職）して良かったと思う理由は？

Q2　付問「夢（希望）が叶った」と回答された方、その理由は？

Q3　人材紹介会社を利用しようと思った理由は？

Q4　人材紹介会社の中で「メディサーチ」を選んだ理由は？

Q5　メディサーチを利用して良かったと思いますか？

Q5　付問「良かった」と回答された方、その理由は？

Q6　今後、転職を考えた場合に、「メディサーチ」を利用しますか？

Q7　転職を検討されている知人に「メディサーチ」を紹介しますか？

Q7　付問「紹介する」と回答された方、その理由は？

Q7　付問「紹介しない」と回答された方、その理由は？

Q8　メディサーチのHPの内容について良かった点または活動中に欲しかった情報など。

Q9　「メディサーチ」で転職支援を受けられて、あれば良いと思ったサービスまたは改善点など。

Q10 他、気づかれた点などご自由にご記入ください（ＴＯＰページ「転職成功者の声」をご覧下さい）

回答数(%)

将来性の不安から 22

年収アップを求めて 26

キャリアアップするため 11

やりがいを求めて 19

希望勤務地 11

その他 11

回答数(%)

やりたい仕事に就けた 44

将来性ある企業に転職できた 28

夢（希望）が叶った 28

アンケートにご協力いただきました皆様ありがとうございました。

転職成功者の皆様、アンケートのご協力、誠にありがとうございました。ここで皆様からいただいたアンケートの結果をご
報告致します。今後もより良い転職支援サービスをご提供させていただくため、スピーディーな対応、緻密な求人情報の
収集等、心掛けていきたいと考えております。

Q1 転職のきっかけは？（複数回答）

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

その他

希望勤務地

やりがいを求めて

キャリアアップするため

年収アップを求めて

将来性の不安から

Q2 転職（再就職）して良かったと思う理由は？（複数回答）

0% 10% 20% 30% 40% 50%

夢（希望）が叶った

将来性ある企業に転職できた

やりたい仕事に就けた

・子供が保育園に入園しあまり手がか

からなくなったから、再就職できるギリ

ギリの年齢になったと感じたから。

・前職の事業所が遠方に移転した為。



回答数(%)

職種 18

収入 18

勤務地 28

職位 18

企業 9

業務内容 9

その他 0

回答数(%)

その他 4

回答数(%)

ホームページの内容をみて 20

他の人材紹介会社と比較して 12

知人の紹介 12

その他 16

9

7

13

コンサルタントが業界に
精通していると思ったから

職務経歴書の校正（何度も提出
しなくてもよい）

16

合否判定以外に詳しい理由が
わかった点

医薬業界専門の人材紹介
会社だから

24

自分の能力を第三者に評価し
てもらえる

初めての転職で方法がよくわか
らなかったから

以前も人材紹介会社経由で転
職

豊富な情報量

迅速な対応（企業選定～結果）

無料

15

15

4

18

15

付問 『夢（希望）が叶った』と回答された方、その理由は？（複数回

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

その他

業務内容

企業

職位

勤務地

収入

職種

Q3 人材紹介会社を利用しようと思った理由は？（複数回答）

Q4 人材紹介会社の中で「メディサーチ」を選んだ理由は？（複数回答）

0% 5% 10% 15% 20%

その他

合否判定以外に詳しい

理由がわかった点

職務経歴書の校正

（何度も提出しなくてもよい）

自分の能力を第三者に

評価してもらえる

無料

迅速な対応

（企業選定～結果）

豊富な情報量

以前も人材紹介会社

経由で転職

初めての転職で方法が

よくわからなかったから

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

その他

知人の紹介

コンサルタントが業界に

精通していると思ったから

他の人材紹介会社と比較して

ホームページの内容をみて

医薬業界専門の

人材紹介会社だから

・以前もメディサーチ経由で転職したか

ら。

・知人の紹介。

・友人の紹介。

・以前もお世話になり、大変懇切丁寧に

指導して頂いたから。

・前回、前々回とお世話になっている。

・他社も同時にコンタクトしていた。

・やりがい。



回答数(%)
良かった 85
良くなかった 0
どちらともいえない 15

回答数(%)

情報が豊富 33

能力にあった企業を紹介 15
面接トレーニング 19
自分では難しいと思っていた
企業に転職できた

7

その他 4

回答数(%)
利用する 64

利用しない 0

転職は考えていない 36

その他 0

回答数(%)

紹介する 92

紹介しない 8

キャリアプランも含めアドバ
イスが適切だった

22

付問『良かった』と回答された方、その理由は？（複数回答）

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

その他

自分では難しいと思って

いた企業に転職できた

面接トレーニング

能力にあった企業を紹介

キャリアプランも含め

アドバイスが適切だった

情報が豊富

Q6 今後、転職を考えた場合に、「メディサーチ」を利用しますか？

転職は考え

ていない
36%

利用する

64%

Q7 転職を検討されている知人に「メディサーチ」を紹介しますか？

紹介しない

8%
紹介する

92%

Q5 メディサーチを利用して良かったと思いますか？

どちらともいえない
15%

良かった
85%

・ホームページは、すみませんほ

とんど見ていませんでした（時間

がなかった為）。欲しかった情報

は全て、コンサルタントの方に教

えて頂きました。



・情報量が豊富でリアルタイムな対応をして頂けたから（応募案件のみならず業界の動向なども）。
・コンサルタントが親身になって指導して下さったから。
・以前の勤務地が遠隔地で活動しにくい中、転職できたのはメディサーチの多くのサポート（履歴書の添削、面接対策、
　メディサーチの面接室を借りてスーツへの着替えなど）を享受できたからと考えている為。
・私の希望に対応しようと努力してくれたから。
・対応が迅速で丁寧。
・プライベートの話まで相談に乗ってくださり、感謝しています。
・自分が転職で成功できた企業（紹介会社）なので、自信を持って紹介できます。
・豊富な情報量。
・面接の質問に対して正しい受け答えをするという、自分の足りなかったスキルについてアドバイス頂けたから。
・安心と信頼。
・求人企業に強く入り込む能力の社員がいる。
・この業界の転職に関してレベルの高いサポートが期待できるため。
・企業情報が適切である。
・大手リクルート企業と違い、とてもていねいで親身になって下さった。
　また医療業界に特化しており、経験者リクルーターなので照会のミスマッチがない。
・製薬業界の転職に関して、非常に専門性が高い。熱心迅速に色々と対応してくださいます。面接指導など、非常に役に立ちます。
・他の人材紹介会社と比較しても、圧倒的に情報量が多くまた一人ひとりに丁寧で確実なアドバイスを提供して下さるので。

・紹介先の会社情報、職務の情報が正確ではなかった。
・ヒヤリングがいまいちだと感じました。（こちらが言いたいことを遮られることが多かった。）

「良かった点」
・過去の利用者の簡易体験談が掲載されており、参考になりました。
・HPはほとんど見ていません。ご担当の方が電話で詳細な情報を下さいました。
・その他（受験する競合他社情報）が有り良かったです。
・タイムリーな求人情報が得られる。具体的な勤務地等の情報が得られる。
・業界の求人やその他の情報が多い。
・多くの企業の求人情報を扱っている。
・登録後のレスポンスがとても速かった。
・転職成功事例。
・他の人材紹介会社と比較して製薬業界に圧倒的な理解があった。製薬会社OBがコンサルタントをされているのが最もメリットだ
　と思う。また、職種についての理解も深く、専門用語での相談もできて、とても信頼がおけた。職務経歴書等の添削に何度も応じて
  くださるのも助かった。
・資料修正や面接練習など、とてもためになり有難かった。

「欲しかった情報」
・東京に不慣れだったためかもしれませんが、メディサーチ本社に初回訪問した時にたどりつくことに苦戦しました。
・未経験MRの転職成功例の記載がもう少し欲しかった。
・会社（就職先）情報や業界情報。
・特になし。
・紹介先の正確な情報。
・転職成功のためのノウハウ。
・2018年の転職情報も載せてほしかった。
人材紹介会社なので不可能だと思うが、たとえばいまの会社に勤め続けるという選択肢について少し話を聞いてみたかった。

「あれば良いと思ったサービス」
・特にありません、充分満足でした。
・他にも転職サイトが多くあるので「ここ！」という他社との違いがもっと分かりやすいと良いと思いました。
・CSOの動向が知りたかった。
・メーカー、CSO問わず転職成功者の声をもっと取り上げて欲しい。
・特にございません、非常に満足しております。森様ありがとうございました。今後MRとして精一杯頑張ります。

Q8 メディサーチのHPの内容について良かった点または活動中に欲しかった情報など。

付問 「紹介する」を選んだ方、その理由は？

付問 「紹介しない」を選んだ方、その理由は？

Q9 メディサーチの転職支援を受けられて、あれば良いと思ったサービスまたは改善点など。



・模擬面接、経歴書の指導が非常に役に立ちました。改善点　リクルートなどで登録すると、他の人材紹介会社からもポジション
　紹介がありますため、転職者にできるだけ多くの候補会社の情報を提供し、また他の候補会社の確認をしたほうが良いかと
  思います。
・内定後の給与交渉も成功して頂き特に改善点は思いつきません。

「改善点」
・特になし

尚、ご意見の中には、多数のご要望も頂戴しました。誠にありがとうございました。
全てのご要望に対し、一度に解消することは難しいですが､出来る事から随時、改善していく所存でございます。
またご意見・ご要望等がございましたらいつでもご連絡ください。今後とも宜しくお願い致します。


