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地域を「支える」
地域に「つながる」
地域と「共に育つ」
　アカカベは「地域と共に歩む企業」を信念とし、ドラッグストア業態を軸にしたさまざまな事業を、

大阪・北東エリアで展開しています。半径約15kmのエリアに店舗を集中させ、地域の暮らしや健康・

医療を支えることで、「すべての人が健やかに暮らせる地域社会」の実現を目指してきました。これから

もより地域と深くつながりながら、アカカベを育ててくれた地域と共に未来を育てていきます。
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地域を「支える」

商圏500mをベースに

大阪500店舗展開へ
　アカカベは、大阪北東部での徹底したドミ
ナント展開により、地域密着型のビジネスモ
デルを実現。現在は、その強みを活かし大阪市
内への出店を進め、さらには大阪府全域500店
舗を目指し展開を広げていきます。

ドラッグストア
ドラッグストアを基盤に
地域の健康インフラ構築を目指します

　ドラッグストアでは、医薬品から化粧品や日用雑貨、食品まで、さまざまな商品を取り扱ってまいりました。健康な暮

らしを目指すお客様のお役に立てるよう、利便性と満足度を追求することで、地域になくてはならない存在になるべく

挑戦を続けてきたのです。日本が抱える少子高齢化の波は、アカカベが拠点を置くエリアにも影響を与え、さまざまな健

康問題を抱えていらっしゃる方や、健康促進への意識を高めていらっしゃる方が増え続けています。アカカベは、地域密

着型ドラッグストアとして、医療や介護サービス、健康予防といった取り組みを行うことで、地域の健康インフラの構築

を目指しています。

暮らしに身近なドラッグストアとして

　郊外型の調剤併設型ドラッグストアをは

じめ、オフィス街や駅前、商店街など、お客

様のニーズに沿った店舗展開を進めていく

ことで、地域との信頼関係をより深められ

るよう努めています。

お客様のニーズに沿った
地域密着の店舗展開

　医薬品はもちろん、化粧品や日用雑貨など

生活に役立つ商品を取りそろえ、豊富なライ

ンナップを目指しています。多くのお客様に

満足していただけるよう、バラエティ豊かな

品揃えはもちろん、見やすく買いやすい売り

場を意識し、店舗機能の充実を図っています。

医薬品から日用雑貨まで
豊富な品揃え

　地域との関わりあいを大切に考え、健康

フェアやウォーキング大会といったイベ

ントを積極的に開催しています。その他

にも、行政と連携した取り組みやイベント

を通して、地域の活性や貢献につながる仕

組みづくりを目指します。

地域との関わりを大切に
イベントや取り組みを実施

　アカカベの特徴は、限られたエリアの中に店舗を集中させる「ドミナント展開」。現在、大阪市内から北東部

エリアに90を越える店舗を運営しています。半径15kmという限られた地域に出店を集中させている理由は、

より地域と深くつながることで、さまざまなニーズに応えられる企業を目指しているからです。

　今後も、アカカベグループはネットワークの機能をさらに充実させ、そこで起こる化学変化によって企業

の可能性をさらに広げると共に、地域の価値をより高めていくことが、私たちの使命であると考えています。

ドミナント展開

ドミナント戦略でより深める地域とのつながり
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　一回に数種類の薬を服用する場合、飲み忘れや飲み

間違いが生じやすくなります。薬の管理はホームヘル

パーにとっても大変です。しかし、最適な薬物治療を

行うには、薬の管理はとても重要。「必要とされている

医療サービスは何か」を常に考え、個人個人に合わせ

た一包化や服薬管理、医師との情報共有や疑義照会な

どを実施してきました。今後も医療に携わる一員とし

て、周囲と連携しながら患者様のサポートに全力を尽

くします。

　「住み慣れた自宅で療養したい」と

いった、患者様やご家族の想いに寄

り添う在宅医療。「地域医療への貢

献」を理念に掲げるアカカベにとっ

て、欠かすことのできない事業です。

最適な薬物治療の提供だけでなく、

看護師やケアマネージャー、ホーム

ヘルパーと連携し、チームで患者様

の健康をサポート。アカカベを拠点

とした医療・介護の連携を行い、より

よい地域医療を目指しています。

医療

介護

アカカベ
調剤薬局

連携

連携

連携

専門知識で高齢者を支える在宅医療

医師や看護師、ケアマネージャーなど専門職との連携

安心安全な調剤のためのサポート体制

調剤専門薬局
　門前病院や門前クリニックからの処方箋を主に受け付け

ています。専門知識と最新システムにより、迅速かつ的確な

調剤を実践。患者様にとっての安全性と治療の有効性を高

めるため、日々努力しています。

調剤併設型ドラッグストア
　大病院からクリニックまでさまざまな処方箋を受け付

ける、面調剤を行っています。薬歴管理はもちろん、常用され

ている市販薬などとの飲み合わせも確認し、薬による健康被

害から地域の方を守ります。

　服薬指導内容や薬歴情報を全店で共有で

きるシステムを導入。重複投与や相互作用

のチェックができる環境を整備しました。

かかりつけネットワーク
　正確な調剤業務遂行のため、全店で監

査システムを採用。電子薬歴など最新シス

テムを積極的に導入しています。

最新システムの導入
　専門医を講師に招いた勉強会や社内学術

発表会など、地域医療に貢献できる薬剤師

の育成に努めてまいります。

薬剤師の教育体制

地域を「支える」

調剤薬局 在宅医療
　「かかりつけ薬局」としての機能を備えたアカカベの調剤薬局は、「調剤併設型ドラッグストア」と「調剤専門薬局」があります。近隣
医療機関と連携しながら調剤を行うことで、患者様の身近な薬のパートナーとして、薬や健康のサポートを行っています。最新の設
備やシステムを導入し、安全性と専門性の追求を続けています。　

　アカカベグループでは個人宅や老人ホームなど、約2,000名の在宅医療を行っています。より最適な薬物治療を行うため、医師の
往診に薬剤師が同行し、処方計画にも積極的に携わっています。基幹店舗には無菌調剤室を設置し、在宅医療に必要な輸液調剤への
対応など、地域医療の拠点となるべく、万全の体制を整えつつあります。　

患者様
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　「ニコニコキッチン」と提携し、

高齢者や独居老人のお客様へ

手渡しの在宅配食サービスを

行っています。また、薬剤師と連携

した配食時の服薬管理の向上に

も取り組み、地域医療にも貢献し

ています。

　憩いの場として、2018年

9月に「ビストロRiposo」を

オープン。管理栄養士が考

案したメニューを提供する

など、今後も味はもちろん、

栄養バランスの良い食事の

大切さを発信していきます。

高齢者向け配食サービス 飲食店運営

「自分らしく」「美しく」「健康であ

りたい」と考える女性を応援す

る、体操教室「Curves（カーブス）」

を2店舗運営しています。ご近所

感覚の気軽なフィットネスとし

て、地域のみなさまの運動習慣を

サポートしています。

フィットネス

多彩な事業を展開
地域に「つながる」

　地域密着型ドラッグストアとして、「すべての人の美と健康に貢献する」ためにさまざまな事業を展開しています。

例えば、アカカベがドミナント展開を進める大阪北東部は、関西2府4県の中でも特に高齢者人口の増加率が高い地域です。

運動や食事に関する事業を通して、地域の健康予防を促進しています。また、ドミナント展開強化によって網羅されつつ

あるネットワークと、認知度を活用した地域経済の活性化にも踏み出しています。

Beauty美容 Food食事
　コスメやスキンケアといった美容に関する商

品を販売する他、エステルームやネイルサロン

を併設する店舗も展開しています。また、専門

知識が豊富な美容部員によるカウンセリング

など、お客様のニーズをしっかりととらえた

商品のご提案を徹底しています。「ドラッグス

トアで綺麗になっていただきたい」その思いか

らお客様の“美”をサポートする、さまざまな

サービスを企画。これからも地域住民の美と

健康をサポートします。　　

　生活習慣病の予防や健康維持で重要なのが規則正しい食事です。健康予防の観点から食に関する事業も進めてきました。高齢者や

独居老人のお客様に向けた在宅配食サービスや、地域の皆さまに喜んでいただける飲食店の運営など、健康な体をつくる食事を提供

することで、健康予防への関心を高めていきたいと考えています。

Sports運動 B to B外商
　健康予防に欠かせないのが適度な運動。しかし、「続けることはとても難しい」というお声を多くいただきます。そこで、ドラッグス

トアで買い物をするついでに、気軽に運動してもらえる環境を整備。地域でスポーツ大会やウォーキングイベントを開催し、スポー

ツを通じて健康と地域のコミュニケーションの活性化につなげています。

　店舗販売以外にも老人ホームへの一括配達や

提携美容院への外販、アカカベ物流センターを

活用した流通の効率化など、地域の施設や企業

を対象としたビジネスを展開しています。提携

企業との共通ポイントカードの普及など、アカ

カベを拠点とした地域経済の活性化を目指すと

共に、お客様の利便性を追求しています。ドミナ

ント戦略で確立した地域とのネットワークがあ

るからこそ、実現できるビジネスモデルの開発

を進めていきます。また、海外向け外販事業にも

力を入れ、さらなる拡大を目指します。
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地域のニーズをいち早くカタチに

災害時における物資供給協定の締結

行政との連携

　コンビニエンスストア大手のローソンと業務提携し、全国初とな

る介護相談機能を備えた調剤薬局併設型のヘルスケアローソンを

オープン。コンビニの集客力を活かし、より身近な医療・介護のアド

バイザーとして、健康インフラの構築を目指します。

　地域密着型企業の役割のひとつとして、地震や風水害等の

大規模災害が発生した場合の、被災市民への支援物資供給を

行う「災害時における物資供給協定」を締結しています。医薬

品をはじめ日用雑貨や食品など、生活に必要な商品を扱い、住

民の皆様の生活圏内に密着した店舗を展開するアカカベだか

らできる取り組み。行政と密に連携することで、安心して暮ら

せる街づくりのお役に立ちたいと考えています。

協定を
締結している
自治体

大東市、枚方市、交野市、守口市、東大阪市
四條畷市、寝屋川市、門真市、大阪府

2021年7月現在

　待機児童の問題など子育てが難しい現代だ

からこそ、「地域と連携し、積極的に子育てを

支援したい」と考え、2018年4月、四條畷市に

「かがやき保育園」を開園しました。従業員が

安心して育児と仕事の両立ができるのはもち

ろん、地域で暮らす子育て世代の方々が安心

して利用できる保育園を目指しています。

地域のさまざまな歴史や文化と触れながら、

郷土を大切にする気持ちを持つことを保育目

標の一つに掲げ、生まれ育った地域に愛着と

誇りを持った大人になってもらうのが私たち

の願い。『子どもの笑顔がかがやく保育園』『ひ

とりひとりが主役となれる場所』を理念とし、

未来を見据えた地域貢献へと繋げていくのが

アカカベの思いです。

　食料品をはじめとした日常の買い物が困難な、“買い物難民”が全国

に700万人いるとされています。アカカベの出店エリアも例外ではあ

りません。買い物が難しい方のために移動販売を行い、孤立しがちな

高齢者と地域とをつなげる役割を担っています。

大東市とめざす
「健康になれるまちづくり」

　大東公民連携まちづくり事業の一環として、

「健康になれるまちづくり」を目指した包括

連携協定を締結。健康イベントや高齢者の見

守り、食育、生活支援・介護予防、大東元気で

まっせ体操の普及など、アカカベの事業領域を

活かした取り組みで地域健康の向上を目指し

ています。大東市との共同出資会社による健康

ビジネスの展開など、健康と経済の両立で住み

たい街づくりを進めていきます。

アカカベの取り組み
地域と「共に育つ」

　医療・行政・地域を“つなげる”企業の役割のひとつとして、さまざまな地域活動を行っています。限られた地域に密集す

るアカカベネットワークを活かした、行政との密な連携や、スポーツ・健康・ビューティーに関するイベントの開催。未来

を見据えた子育て支援など、地域とのつながりを何よりも大切にしています。50年後も100年後も、すべての人が健やか

に暮らせる地域社会の実現にむけて、私たちの挑戦は始まったばかりです。

介護相談もできる
「ヘルスケアローソン」

保育園の運営

地域と高齢者をつなぐ
「移動販売」

　ママさんバレーボールやテニス、剣道な

どさまざまな大会を開催。スポーツを日々

の楽しみとして、練習を続ける地域の方た

ちに喜んでいただいています。

スポーツ大会
「アカカベ杯」の開催

　枚方市と京阪電鉄の後援で開催している

地域イベントです。地域の方の健康を運動

面からサポートすることを目的に、2012年

から毎年開催しています。

行政とタイアップした
「健康いきいきウォーキング」

　健康・美容・日用品の体験ブースやゲスト

を迎えてのトークショーなど、楽しみなが

ら美や健康について考えられるイベントを

目指しています。

地域の方々を無料で招待
「ヘルス＆ビューティーフェア」

Community地域
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未来へつづく…
アカカベの歩み　　
　1954年の創業以来、「地域医療に貢献すること」を理念に、地域とのより強いつながりを築きながら、

店舗展開を広げてまいりました。地域コミュニケーションの拠点となり、豊かで健康な暮らしを支

えられるようインフラを構築。超高齢化社会を見据えた取り組みにも、いち早く着手してきました。

すべての人が健やかに暮らせる地域社会を実現するため、これからもより良いサービスの向上と、

大阪府内500店舗を目指しチャレンジは続きます。

1954

赤壁薬店創業
大阪市城東区放出 1998

調剤併設型
ドラッグストア
1号店開設
枚方市「長尾元町店」

ドミナント展開
大阪府内

店舗へ

2017
グループ会社
「（株）ツナガリキャリア」を設立
人材紹介派遣業をスタート

500

「AKAKABE SPORTS」開設
ドラッグストアアカカベ住道店内

健康ネットワーク
推進室新設

2013

2016
在宅配食サービス
「ニコニコキッチン
大東店」開設

2010

2009

第1回 健康イキイキ
ウォーキング大会開催

2012

2008
「地域医療連携室」新設
地域医療機関や福祉施設との
深い連携を図るため
地域医療連携室を新設し、
在宅医療をスタート

アカカベ物流センター開設
流通システムの効率化を目的として
大阪府大東市に物流センター開設

2003

2005

コンビニ型フィットネス
「カーブス 四條畷店」開設

1975

初の
調剤薬局開設
四條畷市
「赤壁調剤センター」

1968
（株）アカカベ設立

2002
くすのき薬局開設
調剤薬局専門子会社
「（株）くすのき」設立

ドラッグストア
1号店開店
枚方市「長尾元町店」

ドミナント展開
スタート

1996

2004
薬害対策システムの導入
重複投与や相互作用による薬害を防ぐため
全店で薬歴情報を共有するシステムを導入

第1回 ヘルス＆ビューティフェア開催
枚方市民会館にて地域還元イベントを開催

2018

「健康経営優良法人2018」
（ホワイト500）認定

「かがやき保育園」開園
EC事業スタート

高齢者施設への「移動販売」開始
飲食店事業開始
「空とぶからあげ」

ビストロBAL「Riposo（リポッソ）」

外商事業スタート

2015

2006
「医療モール併設型
ドラッグ＆調剤 
船場店」開設

年間処方箋受付
10万枚突破！

調剤薬局併設
ヘルスケアローソンオープン
全国初、介護相談機能を備え、調剤薬局を
併設したヘルスケアローソン
「ローソン アカカベ西鴻池二丁目店」

突破！
50店舗

2013年
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暮らしと“つながる”ドラッグストアを軸に
地域の健康インフラ構築を目指して

 Top Message

企業理念

一人ひとりが輝き、支え合う。

すべての人の美と健康に貢献する。

一人ひとりが人のために生きること、

そして光輝かせること。

そのために、一人ひとりが精一杯輝くこと。

共に支えあい助け合って生きていく。

これがアカカベの理念です。

ビジョン

　大阪・北東エリアを中心に、生活に身近な存在であるドラッグストアという業態でドミナント展開を続けてきました。

ただ出店エリアを広げるのではなく、地域に深く根ざすことでより強い“つながり”を築いていく。「地域と共に歩む企業」

という信念のもと、培った実績と地域からの信頼、さらに共に働く仲間たちの存在は、私たちの財産となりました。

2019年、アカカベは創業から65年を迎えました。

　アカカベでは超高齢化社会を見据え、ドラッグストアを軸に医療・介護サービスといった、高齢者を支えるインフラを

構築してきました。しかし近い将来、社会保障費が増大し満足な医療を受けられない方々が増えていくという、さらなる

問題が浮き彫りになっています。そこで私たちは、これまで築き上げてきた企業力を活かし、病気を未然に防ぐ「健康

予防の促進」に取り組んでいきたいと考えています。適度な運動の推進や健康的な食事のアドバイスなど、地域医療に

関する事業を通して、より強度な“健康インフラ”の構築に努めてまいります。

現在の日本は、少子高齢化という大きな問題に直面しています。

　これが私たちの夢であり目標です。今後、少子高齢化はますます進み、AIやIoTの進展によって便利になる反面、コミュ

ニケーションが希薄になると共に、ストレス社会が一層広がることが予想されます。そんな社会や時代の変化の中でこそ、

医療・行政・地域が“つながる”ことで実現できることがあるはずです。地域の皆さまが本当に必要としているニーズに

応えることで、すべての人が健やかに暮らせる地域社会を実現する。そのためにも、アカカベはこれからもさまざまな

チャレンジを続けていきます。

誰もが健康に暮らせる街づくりに貢献すること。

代表取締役社長 皆川 友範

アカカベがコミュニケーションの拠点となり、

暮らしを潤し、地域を支え、元気にする。

私たちは、地域にとってなくてはならない存在を目指します。

組織が地域のインフラとして機能し

明るく豊かな地域を創る。

私たちは夢を持ち、夢があるから失敗を恐れず、

夢の実現へ挑戦し続けます。
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	アカカベ会社案内_11-12_01_20191030
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