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本日8月 21日、日本チェーンドラッグストア協会（JACDS）は、新たに一般社団法人日本チェーンドラッグ

ストア協会（一社 JACDS）を設立し活動を開始いたしました。一社 JACDS の概要は別紙のとおりです。今後

の協会活動に関し、前 JACDS 同様関係各位の深いご理解とご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上

げます。 

 

1999 年 6 月にスタートした前組織 JACDS から 21 年を経て、ドラッグストア業界は市場規模 7 兆 7000 億

円、総店舗数およそ 2 万 1000 店舗を擁するまでに成長、いまでは日本有数の規模を持つ小売業態へと大きく変

貌を遂げました。このような業界の発展に伴い、ドラッグストアに対する社会からの期待は日を追うごとに大きなものへと

変化してまいりました。 

われわれはそのような大きな期待を背景に、事業の成長を念頭に置きながらも、より深く環境に配慮した事業活動

の展開や、災害等緊急時における貢献、そして急速に進む少子化高齢化とともに成熟社会となった日本における生

活インフラとしてのドラッグストアの存在価値と明確な役割を示し高めていく必要があると考えております。 

ドラッグストア業界唯一の団体として業界の成長を支え、活動開始から 20 年が経過した JACDS は、法人格取

得を一つの節目として、いま新たなステージへと進んでまいります。社会に欠かせないインフラとして、生活者一人ひとり

の暮らしがより充実したものとなるよう、われわれはドラッグストアの存在価値をさらに高める活動を展開してまいります。 

新たにスタートした一社 JACDS は社会的な位置づけを明確化し、より活発な協会運営への参画と迅速な意思

決定を伴う機動的な組織活動を行なってまいります。これからの日本の未来を、生活者の視点で考え、より豊かな社

会づくりに貢献してまいります。 

 

 

別紙） 

1. 一社 JACDS 概要と役職一覧 

2. 一社 JACDS 組織図 
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◇一社 JACDS 概要 

●名称 一般社団法人日本チェーンドラッグストア協会 

●英名 JAPAN ASSOCIATION OF CHAIN DRUG STORES 

●略称 JACDS（ジェイ・エー・シー・ディー・エス） 

●所在地 東京都港区虎ノ門 1-15-10 名和ビル 

●目的 （１）健康産業としてのわが国のドラッグストア業態の産業化の推進 

（２）ドラッグストア産業の具体的な発展、育成に必要な情報の収集、提供 

（３）ドラッグストアを取り巻く生活者、産業界、行政に対する建議、提言を行ない、国民の健康と 

豊かな暮らしに寄与する 

 

 

◇一社 JACDS 第 1 期（2020 年度）役職一覧 

        2020 年 8 月 21 日現在 

  役職 氏名 所属企業名 所属企業役職 

  代表理事 会長 池野 隆光 ウエルシアホールディングス(株) 代表取締役会長 

1 理事 名誉会長 松本 南海雄 (株)マツモトキヨシホールディングス 代表取締役会長 

2 理事 名誉会長 寺西 忠幸 (株)キリン堂ホールディングス 代表取締役会長 

3 理事 名誉会長 青木 桂生 (株)クスリのアオキホールディングス 取締役会長 

4 業務執行理事 副会長 樋口 俊一 ファーマライズ（株） 顧問 

5 業務執行理事 副会長 江黒 純一 (株)クスリのマルエ 取締役会長 

6 業務執行理事 副会長 皆川 友夫 (株)アカカベ 代表取締役会長 

7 業務執行理事 副会長 浦上 晃之 ゴダイ(株) 代表取締役社長 

8 業務執行理事 副会長 榊原 栄一 スギホールディングス(株) 代表取締役社長 

9 業務執行理事 副会長 根津 孝一 (株)ぱぱす 代表取締役会長 

10 業務執行理事 事務総長 田中 浩幸 - - 

11 業務執行理事 専務理事 中澤 一隆 - - 

12 理事 櫻井 清 (株)丸大サクラヰ薬局  代表取締役 

13 理事 富山 睦浩 サツドラホールディングス（株） 取締役会長Ｆｏｕｎｄｅｒ 

14 理事 石田 岳彦 ウエルシア薬局(株) 取締役副社長 

15 理事 関 伸治 (株)セキ薬品 代表取締役会長 

16 理事 森  信 (株)ドラッグストアモリ 代表取締役会長 

17 理事 後藤 輝明 (株)ツルハホールディングス 取締役常務執行役員 

18 理事 塚本 厚志 (株)ココカラファイン 代表取締役社長 

19 理事 西本 誠 (株)ニシイチドラッグ 代表取締役社長 

20 理事 德廣 英之 (株)トモズ 代表取締役社長 

21 理事 平野 健二 (株)サンキュードラッグ 代表取締役社長兼ＣＥＯ

22 理事 関口 周吉 (株)龍生堂本店 代表取締役社長 

23 理事 亀ケ谷 博之 (株)カメガヤ 代表取締役社長 

24 理事 貞方 宏司 (株)サンドラッグ 代表取締役社長 

25 理事 横山 英昭 (株)コスモス薬品 代表取締役社長 

 監事 和田 芳幸 和田会計事務所 代表 公認会計士 

 

別紙１⼀社 JACDS概要と役職 
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別紙２ 一社JACDS 組織図（2020年8月21日）
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