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会 社 概 要

株式会社 千葉薬品

1960年9月

4億9100万円

491億円（2017年度実績）

ドラッグストア、スーパーマーケット、釣具アウトドア専門店、
調剤事業、予防事業、介護事業

社員786名　パートタイム社員2,051名

名 称

代 表

創 業

資 本 金

売 上 高

事業内容

従 業 員 （2018年3月31日現在）

わたしの場所で 働く。ありがとうのドラマを生きる。わたしの場所で 働く。ありがとうのドラマを生きる。



わたしたち千葉薬品は1960年に、

売場面積4坪の薬局を創業して以来、

一貫してお客様に寄り添う姿勢を大切に、

地域に根ざした店舗づくりを続けてきました。

現在は千葉県、茨城県でドラッグストア、スーパーマーケット、

調剤薬局を展開し、地域の人々の健康を支え、安心を届ける、

地域にとってなくてはならない存在になっています。

お客様に感謝の「ありがとう」を伝える。

お客様から感動の「ありがとう」をもらえる。

そんな心が通う交流の日々を重ねながら、

わたしたちはこれからも地域のために誇りをもって生きていく。

じぶんの場所、じぶんの仕事を見つけて、

そして「ありがとう」のドラマをわたしたちとともに・・・

わたしの場所で働く。

ありがとうのドラマを生きる。

My Place, My Life in Hometown

P r o l o g u e
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館山市

鉾田市

鹿嶋市鹿嶋市

行方市

潮来市

野田市野田市

成田市成田市

旭市旭市

流山市流山市 我孫子市我孫子市
香取市香取市栄町栄町

神崎町神崎町

東庄町東庄町

稲敷市稲敷市

美浦村美浦村

土浦市土浦市

古河市古河市

龍ケ崎市龍ケ崎市

下妻市下妻市

常総市常総市

取手市取手市

牛久市牛久市

つくば市つくば市

守谷市守谷市

坂東市坂東市

つくばみらい市つくばみらい市

阿見町阿見町

河内町河内町

八千代町八千代町

五霞町五霞町

埼玉県埼玉県

境町境町

利根町利根町 神栖市神栖市

銚子市銚子市

かすみがうら市かすみがうら市

小美玉市小美玉市
石岡市石岡市

千葉市千葉市

市川市市川市
船橋市船橋市

木更津市木更津市

松戸市松戸市

茂原市茂原市

佐倉市佐倉市

東金市東金市

柏市柏市

勝浦市勝浦市

市原市市原市

八千代市八千代市

鴨川市鴨川市

鎌ケ谷市鎌ケ谷市

君津市君津市

富津市富津市

四街道市四街道市

袖ケ浦市袖ケ浦市

八街市八街市

印西市印西市白井市白井市

富里市富里市

南房総市南房総市

匝瑳市匝瑳市

山武市山武市

いすみ市いすみ市

酒々井町酒々井町

多古町多古町

大網白里市大網白里市

九十九里町九十九里町

芝山町芝山町

横芝光町横芝光町

一宮町一宮町
睦沢町睦沢町

長生村長生村

白子町白子町
長柄町長柄町

長南町長南町

大多喜町大多喜町

御宿町御宿町

鋸南町鋸南町

東京都東京都

神奈川県神奈川県

習志野市習志野市
浦安市浦安市

すべては地 域の人々の健 康で豊かな生活（くらし）のために 。
ヤックスケアタウン構想が始動。

Business & Field

来たるべき超高齢化社会を見据え、国が2025年に完成を目指している「地域包括ケアシステム」を
先駆けて実現するヤックスケアタウン構想を掲げ、医療・介護・予防・住まい・生活支援サービスを
一体となって提供する取り組みを始めています。
千葉薬品グループではヤックスケアタウンを今後の基幹事業と位置づけ、
セルフメディケーションと在宅医療を推進し、地域の人々の健康で豊かな生活（くらし）を支え続けます。

Business 
［事業紹介］

千葉薬品
グループ
店舗一覧

114店舗
4店舗
10店舗
80薬局
10薬局
7薬局
1店舗
35施設

2018年12月現在

医療
クリニック
調剤薬局
訪問看護

介護
デイサービス
訪問介護

居宅介護支援

予防
街のほけん室
ヤックスカフェ

住まい
サービス付

高齢者向け住宅

生活支援
ドラッグストア

ドラッグストア
 スーパーマーケット
 釣具アウトドア専門店
ドラッグストア併設薬局
 総合病院前門前薬局
 在宅医療専門薬局
 コンビニエンスストア＋調剤薬局
 介護事業所

コンビニエンスストア+ 調剤薬局

予防事業 介護事業

薬局

釣具アウトドア専門店

ドラッグストア スーパーマーケット

4 5



総合職の仕事 ❶ ドラッグストア ビューティースタッフ

ヤックスドラッグ 千葉みなと店

わたしの場所を見つけ 、ありがとうのドラマを重ねた 3 6 5日
樫 野 美 佑 、社会人１年目の成長記録

はじめての「ありがとう」に感動

心が通じ合う対話を重ねながら
「自分の生まれ育った地域に貢献できる仕事」という
軸で就職活動をして、最終的に自分らしく生きられる
「わたしの場所」として最適と思えたのが千葉薬品で
す。私は現在、ビューティースタッフとしてヤックスド
ラッグ千葉みなと店で働いています。化粧品のカウン
セリング販売や売場づくりなどの業務を行っています
が、日々心がけていることは、お客様と真摯に向き合
い、心が通じ合う対話を重ねること。一人ひとりの悩
みや要望を受けとめて、それぞれに最適な答えを一
緒に考える時間を大切にしていきたい。その上で、お
客様に信頼されるビューティースタッフになりたいと
思っています。

奥が深い化粧品の世界
化粧品は奥が深い世界です。各メーカーの商品知識は
もちろん、皮膚医学や化粧品アレルギーなどの知識、メ
イクアップ技術、美容トレンド、様々なファッションに合
う化粧品選び…等々、いくら学んでも底が見えません。
まだまだ覚えることも多く、毎日が勉強の連続です。逆
にお客様に教わるケースも珍しくなく、今はただ化粧
品のスペシャリストを目指して、貪欲にインプットを繰り
返すしかありません。学べば学ぶほどゴールが先に延
びていく感覚ですが、次 と々興味が湧いてきて、とこと
ん極めてやろう！という心境になっています（笑）。

研修で磨き、現場で実践する
現在は毎月２回、ビューティー研修があり、ここで知識
を習得します。また、化粧品メーカーの担当者による実
践的セミナーも組み込まれ、着実にスキルアップでき

ていると感じます。研修で学んだ知識と身につけたス
キルを現場で実践して、それが売上に結びつく喜びも
味わっています。また、化粧品の新商品キャンペーン
CMが流れると、その商品が一気に売れるので、その
ための発注と売場づくりも仕事をする上での面白さに
なっています。さらには現場での成長実感もあり、入社
１年目ながら日々やりがいも大きくなってきています。

地域に貢献するという実感
着実にお客様と深く関わる機会が増えてきていると
感じます。お勧めした化粧品がお客様の希望にピッタ
リ合って「ありがとう」と感謝の言葉をいただくことも
あれば、「あなたのアドバイスを全面的に信じるわ」と
信頼を寄せていただけることもあり、そんな時はとて
も嬉しくなります。「化粧品」を通じて、お客様との絆が
芽生え、深まっていく感覚は心地よく、それが地域に

貢献するという実感にもなり、現在は「もっともっと地
域の人々に役立つためにはどうしたら良いか」を考え
始めているところです。

1日1日を楽しく。そして大切に
私の今後の目標は、お客様との出会いと交流のドラマ
を１日１日楽しんでいくこと。そして１日１日を大切に過ご
していくこと。濃密な日々の中で「わたし」を成長させる
ことで、地域への貢献を果たしていきたい。「あなたが
いるから、あなたに相談したいから、この店に来た」と
言われる存在へ。化粧品販売のスペシャリストとしてだ
けでなく、人間的にも人を惹きつける魅力を備えて、現
場の空気を変えるくらいの存在感を身につけたいと
思っています。将来的にはチームをマネジメントする能
力を身に付けて店長として活躍することが、私のキャリ
アビジョンです。

お客様に対しては「どんな悩みに対して、
どんなものを探しているか？」をしっかり
と聞き、そのすべてを記録するようにして
います。その努力の甲斐があって、あるお
客様に「ありがとう。あなたがいる時にま
たくるわ」という言葉をいただきました。
はじめての感動であり、忘れられない瞬
間のエピソードです

趣味はカメラと旅行。国内外、自然の
美しい場所への撮影旅行を続けてい
る。今、いちばん行きたいところは、フ
ランスのモンサンミッシェル。将来、新
婚旅行で行きたいと思っている。

コンテスト参加で大きく成長
レジでの接客対応を競い合うチェッカー
コンテストに参加しました。コンテスト当
日に向け、数週間かけて先輩方に教わっ
たり、同期に励まされながら真剣に取り
組んだことが、自分の中での意識改革へ
の大きなきっかけになりました。人前に出
るのが苦手だった自分を克服できたの
は、あの日々があったからです。

先輩の存在がキャリアの道標
当社では年齢の近い先輩が仕事上の悩みな
ど、いつでも相談に乗ってくれるメンター制度
もあります。身近な存在の先輩が自分自身の
キャリアの道標になっています。また、出産・育
児休暇を経て、当たり前に復職している先輩
方も沢山おり、働くママのロールモデルも次々
と現れています。私自身もできるだけ長く、こ
こで働き、成長していきたいと思っています。

樫野美佑　2018年入社
Episode Story 01 Episode Story 02 Episode Story 03

My Place, My L i fe in Hometown

ありがとうのドラマ ありがとうのドラマ ありがとうのドラマ

Works & People
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ヤックスドラッグ 市原青柳店 店長

地域一番店を目指して。今までも、これからも

入社３年目で店長へ
１年目は様々な店舗におけるOJTで店舗オペレー
ションの基礎を学び、登録販売者資格を取得。2年目
には販売のノウハウ、売場づくりや商品知識を学び、
後半には店長代理となって、夜間帯の責任者へ。そ
して３年目には店長になるための研修を受け、店舗
管理業務を習得した上で、店長へ。以来、計画達成
に向け、「社員」「商品」「売上」「コスト」などの管理を
日々学び、地域に愛される存在になるために試行錯
誤しながら、理想のカタチを探り続けています。

ファンは社員につく
私が目指すのは、「この店が好き！この店のスタッフが
好き！」というファンを一人ひとり増やしていくこと。お
客様との絆を深めるための接客・接遇、コミュニケー
ション、そして魅力的な売場づくりのあり方を一緒に働
くスタッフとともに考えています。「店のファンは社員に
つく」というのが私の考え。だからこそ私は「店舗で働
く社員が醸し出す明るい雰囲気づくり」を大切にして
います。お客様を惹きつける魅力的な店づくりが当面
のテーマ。そのためにスタッフと絶えずコミュニケー
ションをとり、それぞれの考えを尊重して、ファンづくり
の喜びをともに分かち合うよう努めています。

存在価値を高める役割を担う
ドラッグストア業界は競合も多く、その中でいかに
ヤックスドラッグの存在価値を高めていくか…その先

頭に立つのが店長の重要な役割です。24時間営業は
お客様にとっての利便性を一気に高めました。でも、
それだけでは本物のファンをつくることはできませ
ん。大切なことは、お客様から感動の「ありがとう」を
もらえるかどうかということ。つまり「ありがとうのドラ
マ」を積み重ねること、それがファンづくりの極意であ
ると考えています。

店長冥利に尽きる瞬間
お客様からの「ありがとう」はもちろん、店舗スタッフ
からの「ありがとう」も私にとっては大きな喜びになっ
ています。愛情を込めて教え、それに応えるような頑
張りがあって、「私が成長できたのは店長のお陰で
す」という言葉をもらったときは、不覚にも泣きそうに
なりました（笑）。店舗スタッフの成長を感じることも、
店長の仕事の醍醐味なのかもしれません。そしてス

タッフの成長が、お店のファンを増やすことにつなが
り、結果的に店舗の売上・利益にも結実することこそ
が店長冥利に尽きる瞬間だと思います。

バイヤー研修へのチャレンジ
現在は次のキャリアステップに向けてバイヤー研修を
受けています。いわゆる商品のプロフェッショナルに
なるための勉強です。私としては複数店舗を統括する
エリアマネージャーを経て、商品バイヤーになるのが
当面の目標。その先には、販売企画・販売促進、商品
マーチャンダイザー、経営企画など、多彩なキャリアパ
スもあります。いずれにしても様々な仕事を経験して、
仕事のスキルの幅を広げ、一人の人間としての奥行き
を深めながら、成長していきたい。そして地域社会へ
の貢献を感じながら活躍し続けること。それが私の
キャリアビジョンです。

私が店長を務める店舗は歴史があり、多
くの常連客に支えられています。それこそ
オープン時から通い続けるファンもいま
す。歴史のみならず、ファンの数でも、顧
客満足評価でも、そして何より「ありがと
うのドラマ」の数でも、地域一番店を目指
す。これが私たちの変わらない目標です。

趣味は映画鑑賞とゴルフ。ゴルフは
同期とともに始め、今はスコアを競い
ながら上達を目指す。座右の銘は「一
期一会」。出会いと縁を大切にしてい
る。今後の目標は結婚して温かい家
庭を築き、地域社会に貢献する生き
方を貫くこと。

想いを一つに。ファンを大切に
遠方から自転車で通ってくれているご年
配のお客様がいます。ヤックスドラッグの
熱烈なファンの一人です。実は、このお客
様、以前、ヤックスドラッグ で働いたこと
があり、今も愛着をもって通い続けてくれ
ているのです。そして毎回、感謝の言葉と
励ましの言葉をくれます。こうしたファン
一人ひとりを大切にしたいと思います。

店長としての最高の喜びを実感した、あの日
店舗スタッフとのコミュニケーションを重
ね、それぞれの成長を応援し、そして店舗
の雰囲気も明るくなり、先日、店長になって
から最高売上・最高利益を達成しました。
この快挙をスタッフ全員で喜び、「ありがと
う。これもみなさんのお陰です」と言った
ら、「私たちこそ店長に感謝しています」と
いう返答。最高に嬉しい瞬間でした。

小宮佳介　2015年入社

Episode Story 01 Episode Story 02 Episode Story 03ありがとうのドラマ ありがとうのドラマ ありがとうのドラマ

試行錯誤の中から理想のカタチを探り、地域に愛される存在へ
小宮佳介、4年目の挑戦ストーリー

My Place, My L i fe in Hometown
総合職の仕事 ❷ ドラッグストア 店長Works & People
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総合職の仕事 ❸ バイヤー

商品部 バイヤー

感性を磨き、折衝力を身につける
入社３年目で店長になり、その後、複数店舗を統括する
ドミナント長を経て、商品部へ。現在はバイヤーとして、
菓子類を担当しています。メーカーさんや問屋さんを相
手に、より良い条件で仕入れ取引を成立させる仕事。毎
週の商談日に、お取引先からの様々な商品提案があり、
私たちバイヤーが商品の見極めを行います。定番商品
の他に、季節ごとに投入する新商品の枠があり、ここで
自ら開拓したものがヒットすること、それがバイヤーの
仕事の醍醐味です。また、多くの人と出会うことで視野
が広がり、感性も磨かれていく。そして折衝力が身につ

いていく手応えも、バイヤーの仕事のやりがいと言える
かもしれません。私の今後の目標は、様々な商品に通じ
て、データ分析による論理的な商品計画力に加えて、自
社だけのベストセラー商品を育てる能力を身に付けた
いと思っています。その上で、いつか千葉薬品の未来を
切り拓く経営戦略などにも関わる仕事に就いて、会社を
動かしていきたいと考えています。

趣味はショッピング。休日には妻とともに、家具、ファッション、
雑貨などお気に入りのものを探す時間を楽しんでいる。座右の
銘は「ポジティブシンキング」。夢は、一男一女に恵まれること、
そしていつも一緒に笑顔で暮らす家族であり続けること。

いつか世の中を騒がせる
大ヒット商品を。
中小メーカーさんがつくる優れたクリスマス商材
に目をつけ、それをヒットに導いた経験がありま
す。ブランド商品はある程度販売予測が立てられ
ますが、ノーブランド商品は予測不可能です。だ
からこそ純粋にバイヤーとしての手腕が試される
わけで、いつか自ら発掘した商品で、社会的な大
ヒット商品を仕掛けて、世の中を騒がせること、
それが私の密かな野望です。

磯貝 晃弘　2005年入社

My Place, My L i fe in Hometown

4

Episode Story ありがとうのドラマ

総合職の仕事 ❺ 教育研修担当

人事部

一人ひとりの成長を支え、応援する
店舗でのビューティー担当や店長補佐の仕事を経て、人

事部へ。現在は主に社員教育を担当しています。新人向

けの研修を行ったり、各店舗を廻って現場で指導した

り、さらなるスキルアップを図るための教育のあり方を

考え、実践したり…等々、社員の育成という大きなテー

マを掲げ、OJTとOFFJTという両面から様々なフォロー

を行っています。この仕事のやりがいは、私が担当した

新入社員やパート・アルバイトの方々が現場で活躍をし

て、成長していく様子を見守ることができること。教育

研修というきっかけを得て、そこで自分から意識改革が

できる人はグングン成長します。私の役割は「人の成長」

の起点において、背中を押すことだと思っています。だ

からこそ、なるべく最高のきっかけを与えたい。単なる研

修プログラムをこなすのではなく、モチベーションアッ

プにつながる「気づき」を与えられるようにしたいと考え

ています。今後は、教育によって全社的な社員のレベル

アップに貢献する、そんな影響力をもつ存在を目指して

いきます。

趣味はカフェめぐりとピアノを弾くこと。座右の銘は「今を楽し
く！」。今日、この瞬間を悔いなく生きることをモットーとす
る。夢はヨーロッパへの旅。いつか本場イギリスで優雅な
ティータイムを楽しみたいと今から計画を練っている。

教育の仕事の
醍醐味を実感する瞬間。
新店舗オープンに向け採用したパート・アルバイトの
方 を々限られた時間の中で集中的に仕事の教育ト
レーニングをすることがたびたびあります。自ら集中
講義の内容を考え実践して、いよいよオープンの日
へ。パート・アルバイトの皆さんが集中して学習したこ
とを見事に体現してくれたときは、素直に嬉しかったで
すね。教育の仕事の醍醐味を実感する瞬間でした。

市村 優奈　2015年入社

Episode Story ありがとうのドラマ

総合職の仕事 ❹ 営業企画

営業推進部

ブランド価値を高め、営  業力を最大化する
入社後に就いた仕事は人事採用業務。その後、情報シス

テムの社内ネットワークの保守に携わり、現在は営業推

進部へ。千葉薬品の営業力を最大化するための企画全

般を担当しています。売上や仕入れなどの数値を分析し

て、そこから様々な営業課題を導き出し、改善策を提案

する、あるいは販売促進という観点からプロモーション

戦略を練ったり、ネット販売の仕組みを考えたりする仕

事。関わるテーマは無限にあり、今後は千葉薬品のブラ

ンド価値をさらに高めるための戦略も企画立案してい

きます。また、経営判断指標となるデータ解析や企画ア

イデアの提案なども積極的に行っていこうと思っていま

す。私の今後の目標は、営業企画での経験を店舗の最

前線での仕事でも活かし、ゆくゆくは経営企画に関わ

る仕事に挑戦すること。この会社には様々なキャリアパ

スを通じて多彩な仕事に挑戦する機会があり、それに

よって多様な経験を積むことができます。だからこれか

らもチャレンジ精神を全開にして仕事を通じての成長

を果たしていきたいと思います。

趣味はゴルフ。学生時代の友人と年に数回集まって楽しむラ
ウンドは良いリフレッシュになっている。座右の銘は「乾坤一
擲」。一世一代の勝負を信条とする。夢は常に自分らしく、人生
を楽しみ尽くすこと。

多種多様なスキル・能力を磨く
日々を楽しむ。
営業企画の仕事は社内の全店舗、全部門と関わ
る仕事です。視野の広さはもちろんデータ解析
力、経営感覚、そして社員を動かす主導力などが
問われます。日々学ぶことも多く、自分の努力次
第で様々なスキルや能力が身につき、磨かれて
いく！という手応えを感じています。仕事は楽し
むもの！いつまでも変わらぬ気持ちでいたいと
思っています。

菅澤 拓也　2012年入社

Episode Story ありがとうのドラマ

Works & People
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自己成長を促す、人財育成とキャリアデザイン

My Place, My L i fe in HometownEducation & Career Plan
多彩なキャリア、
多様な仕事があります。

千葉薬品では新入社員研修から管理者研修まで

継続的に自己成長を促す教育研修制度と、

様々な仕事、職種に挑戦できるキャリアプランを用意しています。

千葉薬品は活躍のフィールドが幅広く、

店舗で活躍するキャリア、

本部で活躍するキャリアなど、

様々な業務を経験することができます。

まず店舗業務を経験し、

その後、本部業務へ、そして再び店舗へ、

あるいは本部業務でのスペシャリストへ…

という具合に、ジョブローテーションや

キャリアチャレンジ制度により、

多様な仕事に挑戦することが可能です。

本部で活躍する

店舗で活躍する

専門職

ビューティ担当

採　用

人材教育
総　務バイヤー

店舗開発 経営企画
システム管理販売促進

営業企画 経　理

登録販売者

薬剤師

看護師・保健師

管理栄養士

介護職

理学療法士
作業療法士

店　長

介護相談員

ビューティ担当 登録販売者

店　長

介護相談員

エリア
マネージャー 

1年目

フォロー研修新入社員研修

登録販売者受験対策 登録販売者資質向上研修・OTC会議

基礎研修 店長代理
育成研修

店長候補者
研修

臨床研修 学会参加

店長研修 外部研修 管理者研修階層別

登録販売者

ビューティー

管理栄養士

全部門 医療機器　食品衛生
酒類販売　防火管理

特定保健指導実践者研修

海外研修　英会話研修

ビューティー研修・会議

2年目 中堅クラス 店長クラス 管理者クラス
ステージ
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My Place, My L i fe in Hometown

産休・育休制度を利用して、子供が１歳になって復職し、現在は1日
6時間の時短勤務で働いています。初めての出産・育児で不安も
あったのですが、同じく千葉薬品で勤務している夫も育休を取得し
て、一緒に子育てに専念できる日々を過ごせたお陰で、とても幸せ
な育休期間となりました。来月には２人目の出産のため、また休暇
に入りますが、今回は全く不安がありません。働く先輩ママたちから
のアドバイスや職場の配慮などもあり、安心して休むことができま
す。そしてまた復職します。守るべきものができたことで、夫ともど
も、より一層仕事も育児も頑張ろう！という気持ちになっています。

分からないこと、知りたいこと、素朴な疑問にお答えします。

新入社員と年齢の近い先輩社員がマンツーマンでフォローしてくれ
るメンター制度があります。定期的に面談の時間を設けており、職
場の上司・先輩以外にも相談できる人がいることで安心して仕事に
取り組めます。また、キャリア希望調査やキャリアチャレンジ制度に
より、自身が就きたい仕事に挑戦できる機会が豊富にあります。

サポート体制について教えてください。

年次有給休暇、アニバーサリー休暇、特別休暇などのほか、資格
取得支援制度、キャリアチャレンジ制度、社員表彰制度などの働
き方を支援する制度が整っています。また、快適な暮らしを満喫
できる借上げ社宅制度、確定拠出年金（401K）、従業員割引購入
制度、財形貯蓄制度などの安心を支える制度も充実しています。

自慢の福利厚生や社内制度は？

&

労働組合とは何ですか？
産休・育休はもちろん、育児時短勤務、
看護休暇、出産一時金・出産手当金な
ど、法定に基づく十分な支援制度を整
えています。また、ロールモデルとなる
働くママもたくさんおり、育児ガイド
ブックも配布。さらには現状の課題、解
決案、導入すべき制度などを議論する
女性活躍推進グループの立ち上げを行うなど、仕事と育児の両立が
できるベストな環境をつくる取り組みが進んでいます。

千葉薬品には労働組合があります。雇用者である会社と話し合いの場をもちながら、社員がより働きや
すい環境を整えていくことが私たちの役割です。ともに良き未来のために、働き方改革を進め、会社の
生産性を上げることを共通の目標として会社と協調しながら、活動を行っています。例えば現場のリア
ルな声に耳を傾けながら様々な課題を探り、具体的解決策を導き出したり、性別年代関係なくキャリア
アップを目指せる環境づくりを進めたり、ワーク・ライフ・バランスやダイバーシティについて検討した
り…等々、すべては社員、そして会社の夢の実現のために、私たち労働組合は考え、行動します。社内で
の働き方改革についての議論は非常に活発で、業界の先駆けとなる数々の施策を実現しています。

社会貢献活動はしていますか？

千葉薬品グループは、未来を担う子どもたちに自然と
のふれあいの中で心も身体も健康に育ってほしいと
いう願いのもと、ヤックス自然学校を発足し、1976年
から活動を支援しています。また、1984年からヤック
ス・S&B杯ちびっ子健康マラソン大会を毎年開催し、
地域の子どもたちの健やかな成長の一翼を担ってい
ます。さらには2017年に千葉県と健康づくり、食育、
地産地消、地域福祉など相互に連携し、地域振興・地
域貢献に関する包括協定を締結し、地域の活性化と
県民サービスの向上のために、様々な地域貢献活動
を行っています。

女性活躍を支える制度の充実度は？

千葉県
包括協定
締結

上茂原店
鵜澤 あゆ美

労働組合 委員長 鈴石 聖岳

働くママも安心して
仕事と育児を両立できる環境です。

ワーキング
マザー
メッセージ

ちびっ子
健康マラソン

ヤックス
自然学校
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