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    1014,001,7 吉田一陽堂若桜橋薬局〒680-0055 0857-22-4795株式会社　吉田一陽堂吉田　和子 昭32. 8.18 薬局
     鳥取市戎町４１３ 常　勤:    1薬局　代表取締役　吉 新規 現存
     (薬       1)田　和子 平29. 8.18
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2014,011,6 有限会社　大村薬局 〒680-0023 0857-21-1193有限会社大村薬局　代大村　幸子 昭32. 9. 1 薬局
     鳥取市片原３丁目２０１ 常　勤:    6表取締役　大村　匡由 新規 現存
     (薬       6) 平29. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3014,015,7 小谷薬品株式会社 〒680-0062 0857-22-3952小谷薬品株式会社　代小谷　順子 昭34. 1.24 薬局
     鳥取市吉方町２丁目５２１ 常　勤:    1表取締役　小谷　荘介 新規 現存
     (薬       1) 平28. 1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4014,023,1 五臓円薬局岩倉店 〒680-0074 0857-23-6414森下　一枝 森下　一枝 昭45. 8. 1 薬局
     鳥取市卯垣１３４－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5014,027,2 あみはま薬局 〒680-0822 0857-23-3351株式会社あみはま薬局網濵　明子 昭50. 2. 1 薬局
     鳥取市今町１丁目１０１ 常　勤:    2　代表取締役　網濵　 新規 現存
     (薬       2)栄司 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6014,038,9 吉田一陽堂駅前薬局 〒680-0831 0857-26-5581株式会社吉田一陽堂薬吉田　美穂 昭53. 1.20 薬局
     鳥取市栄町７０８ 常　勤:    2局　代表取締役　吉田 新規 現存
     (薬       2)　和子 平29. 1.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7014,046,2 有限会社　徳吉薬局 〒680-0871 0857-53-3577有限会社徳吉薬局　代土屋　美恵子 昭54. 4. 2 薬局
     鳥取市吉成南町一丁目２７番９号常　勤:    2表取締役　徳吉　公司 新規 現存
     (薬       2) 平30. 4. 2
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8014,049,6 有限会社　たむら薬局〒680-0022 0857-23-0616有限会社たむら薬局　平尾　武文 昭54. 8. 1 薬局
     鳥取市西町３丁目３１１ 常　勤:    2代表取締役　淡路　英 組織変更 現存
     (薬       2)広 平24. 8. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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    9014,050,4 吉成薬局 〒680-0864 0857-53-3438有限会社たむら薬局　田村　浩 昭54. 8. 1 薬局
     鳥取市吉成７７９－４１ 常　勤:    4代表取締役　淡路　英 組織変更 現存
     (薬       4)広 平24. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10014,064,5 湯所薬局 〒680-0007 0857-22-5315有限会社　湯所薬品　油谷　真由美 昭58. 8. 1 薬局
     鳥取市湯所町２丁目３２４ 常　勤:    3代表取締役　油谷　博 新規 現存
     (薬       3)文 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11014,069,4 常田調剤薬局 〒680-0022 0857-27-7164有限会社　常田薬局　細田　万起子 昭59.11.15 薬局
     鳥取市西町３丁目１１０番地２ 常　勤:    1代表取締役　淡路　英 新規 現存
     (薬       1)広 平29.11.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12014,083,5 ゆたに薬局 〒680-0864 0857-21-1568有限会社　湯所薬品　大谷　俊彦 平元. 4. 1 薬局
     鳥取市吉成２０６－１ 常　勤:    2代表取締役　油谷　博 新規 現存
     (薬       2)文 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13014,084,3 もりた薬局 〒680-0062 0857-22-7722有限会社もりた薬局　森田　洋午 平元. 4.10 薬局
     鳥取市吉方町１丁目４３８－５ 常　勤:    1代表取締役　森田　洋 新規 現存
     (薬       1)午 平28. 4.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14014,093,4 たむら調剤薬局 〒680-0011 0857-27-1861有限会社たむら薬局　秋吉　貴史 平11.11. 1 薬局
     鳥取市東町３丁目２６４ 常　勤:    2代表取締役　淡路　英 移動 現存
     (薬       2)広 平29.11. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15014,096,7 イヌイ調剤薬局 〒680-0841 0857-26-5513株式会社　イヌイ　代須山　守 平 2. 4. 2 薬局
     鳥取市吉方温泉４丁目７０３番地常　勤:    1表取締役　乾　康彦 組織変更 現存
     (薬       1) 平29. 4. 2
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16014,098,3 三栄調剤薬局 〒680-0864 0857-26-1777有限会社　ウエヤマ　上山　生恵 平 2. 5. 1 薬局
     鳥取市吉成２丁目１５－４８ 常　勤:    1代表取締役　上山　生 組織変更 現存
     (薬       1)恵 平29. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
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   17014,099,1 鳥取中央薬局 〒680-0833 0857-24-0154有限会社　石上企画　石上　大介 平 2. 8. 1 薬局
     鳥取市末広温泉町３６２番地 常　勤:    2代表取締役　石上　大 移動 現存
     (薬       2)介 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18014,101,5 有限会社　徳吉薬局松〒680-0801 0857-29-6348有限会社　徳吉薬局　本間　暁子 平 2. 9.17 薬局
     並店 鳥取市松並町２丁目５０３－７ 常　勤:    4代表取締役　徳吉　公 新規 現存
     (薬       4)司 平29. 9.17
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19014,107,2 有限会社　羽場薬局 〒680-0909 0857-31-3991有限会社　羽場薬局　羽場　章子 平 4. 6. 1 薬局
     鳥取市賀露町南１丁目８－３ 常　勤:    3代表取締役　羽場　章 新規 現存
     (薬       3)子 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20014,108,0 有限会社　杏林堂薬局〒680-0844 0857-21-1750有限会社　杏林堂薬局田村　英夫 平 4. 7. 1 薬局
     鳥取市興南町７８ 常　勤:    1　代表取締役　田村　 移動 現存
     (薬       1)英夫 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21014,109,8 さくら薬局 〒680-0061 0857-22-1024有限会社　さくら　代横山　裕史 平 5. 4. 1 薬局
     鳥取市立川町５丁目４１ 常　勤:    1表取締役　横山　裕史 交代 現存
     (薬       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   22014,111,4 アイ・プラス薬局湖山〒680-0942 0857-31-2200有限会社　こやま薬局平野　温興 平 5. 7. 2 薬局
     東店 鳥取市湖山町東５丁目５０４－２常　勤:    2　代表取締役　下田　 新規 現存
     ０ (薬       2)哲也 平29. 7. 2
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   23014,112,2 有限会社　大村薬局城〒680-0804 0857-21-1999有限会社　大村薬局　大村　匡由 平 5.10.15 薬局
     北店 鳥取市田島７３７ 常　勤:    6代表取締役　大村　匡 移動 現存
     (薬       6)由 平29.10.15
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   24014,117,1 ゆたに駅南薬局 〒680-0846 0857-26-5058有限会社　湯所薬品　竹内　康博 平 7. 2. 1 薬局
     鳥取市扇町１１ 常　勤:    3代表取締役　油谷　博 新規 現存
     (薬       3)文 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   25014,119,7 谷岡薬局 〒680-0834 0857-22-3592谷岡　京子 森本　優子 平 7. 4.27 薬局
     鳥取市永楽温泉町１０７ 常　勤:    2 交代 現存
     (薬       2) 平28. 4.27
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   26014,120,5 有限会社　常田薬局 〒680-0022 0857-22-4792有限会社　常田薬局　田中　松市郎 平 7.11. 1 薬局
     鳥取市西町２丁目１０２－１ 常　勤:    5代表取締役　淡路　英 移動 現存
     (薬       5)広 平28.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27014,121,3 みなみ薬局 〒680-0845 0857-27-3730有限会社たむら薬局　森岡　邦充 平 8. 3. 1 薬局
     鳥取市富安１丁目７６ 常　勤:    3代表取締役　淡路　英 新規 現存
     (薬       3)広 平29. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   28014,124,7 イヌイ調剤薬局叶店 〒680-0874 0857-53-0945株式会社イヌイ　代表稻垣　知子 平 9. 6. 7 薬局
     鳥取市叶３１６－１０ 常　勤:    1取締役　乾　康彦 新規 現存
     (薬       1) 平30. 6. 7
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29014,125,4 かわばた薬局 〒680-0036 0857-21-1056有限会社かわばた薬局中尾　佐代子 平11.12. 8 薬局
     鳥取市川端５丁目２０５番地 常　勤:    1　代表取締役　中尾　 組織変更 現存
     (薬       1)佐代子 平29.12. 8
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   30014,126,2 イヌイ薬局宮長店 〒680-0872 0857-53-5805株式会社イヌイ　代表乾　マリコ 平 9.11. 4 薬局
     鳥取市宮長２７６－２ 常　勤:    1取締役　乾　康彦 新規 現存
     (薬       1) 平24.11. 4
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   31014,131,2 のぞみ調剤薬局 〒680-0824 0857-21-0045有限会社のぞみ調剤薬天羽　義夫 平10. 5.15 薬局
     鳥取市行徳１丁目３２０－２ 常　勤:    1局　代表取締役　天羽 新規 現存
     (薬       1)　義夫 平28. 5.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   32014,134,6 有限会社　サエグサ薬〒680-0847 0857-22-3830有限会社サエグサ薬局三枝　孝志 平11.12.15 薬局
     局 鳥取市天神町３１番地１ 常　勤:    1　代表取締役　三枝　 移動 現存
     (薬       1)孝志 平29.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   33014,137,9 つばさ薬局２１ 〒680-0941 0857-37-3488有限会社常田薬局　代佐々木　大祐 平12. 4. 1 薬局
     鳥取市湖山町北２丁目５５７ 常　勤:    3表取締役　淡路　英広 新規 現存
     (薬       3) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   34014,138,7 徳吉薬局　とうぶ 〒680-0902 0857-21-3360有限会社　徳吉薬局　徳吉　早苗 平12. 4. 1 薬局
     鳥取市秋里７２３－４ 常　勤:    6代表取締役　徳吉　公 交代 現存
     (薬       6)司 平30. 4. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   35014,143,7 ドラッグストアエース〒680-0921 0857-39-8710株式会社あみはま薬局網濵　健司 平13. 6.15 薬局
     スーパーモール鳥取店鳥取市古海５９０－１ 常　勤:    4　代表取締役　網濵　 新規 現存
     (薬       4)栄司 平25. 6.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   36014,145,2 テンシル薬局 〒680-0903 0857-32-1310有限会社ウエヤマ　代上山　勝実 平13.11. 1 薬局
     鳥取市南隈５６７番地 常　勤:    2表取締役　上山　生恵 新規 現存
     (薬       2) 平25.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   37014,148,6 有限会社　すずらん薬〒680-0874 0857-51-7757有限会社すずらん薬局太田　宏樹 平14. 8. 1 薬局
     局 鳥取市叶３２０番地１２ 常　勤:    3　代表取締役　中河　 組織変更 現存
     (薬       3)宗一郎 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   38014,149,4 はせがわ薬局 〒680-0934 0857-25-6161有限会社はせがわ薬局長谷川　朗 平14. 9.17 薬局
     鳥取市徳尾４０５番地２２ 常　勤:    2　代表取締役　長谷川 新規 現存
     (薬       2)　朗 平26. 9.17
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   39014,150,2 いなば調剤薬局　的場〒680-0873 0857-51-7667津山調剤薬局株式会社松嶋　真一郎 平14. 9.17 薬局
     店 鳥取市的場２丁目７１ 常　勤:    6　代表取締役　難波　 新規 現存
     (薬       6)秀之 平26. 9.17
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   40014,151,0 日本調剤　的場薬局 〒680-0873 0857-51-7731日本調剤株式会社　代太田　龍甫 平14. 9.15 薬局
     鳥取市的場２丁目４０番 常　勤:    2表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       2) 平26. 9.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   41014,152,8 有限会社　津ノ井薬局〒689-1102 0857-53-3818有限会社津ノ井薬局　上田　隆 平14.11. 1 薬局
     鳥取市津ノ井２５７番地１２ 常　勤:    3代表取締役　上田　隆 移動 現存
     (薬       3) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   42014,153,6 博成薬局 〒680-0862 0857-22-0215有限会社　博成薬局　山田　博也 平15. 2. 1 薬局
     鳥取市雲山１４７番地２１ 常　勤:    1代表取締役　山田　博 新規 現存
     (薬       1)也 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   43014,155,1 なかの薬局 〒689-1112 0857-52-6922有限会社なかの薬局　中野　益子 平15. 4. 1 薬局
     鳥取市若葉台南６丁目２３－１８常　勤:    1代表取締役　中野　厚 組織変更 現存
     (薬       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   44014,157,7 有限会社　しもだ薬局〒680-0874 0857-37-4501有限会社しもだ薬局　下田　晋 平15.10.22 薬局
     鳥取市叶２８３番地３ 常　勤:    1代表取締役　下田　晋 新規 現存
     (薬       1) 平27.10.22
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   45014,159,3 たんぽぽ薬局 〒680-0022 0857-37-1920有限会社　常田薬局　平尾　敦子 平16. 5.10 薬局
     鳥取市西町１丁目２１１－３ 常　勤:    1代表取締役　淡路　英 新規 現存
     (薬       1)広 平28. 5.10
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   46014,161,9 うるしばら漢方薬局 〒680-8066 0857-21-7188漆原　徹到 漆原　尚子 平 5.10.15 薬局
     鳥取市国府町新通リ３－３５０－常　勤:    2 新規 現存
     １ (薬       2) 平29.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   47014,162,7 うさぎ薬局 〒680-0136 0857-26-6315有限会社清水　代表取岡田　真理子 平 7. 4. 1 薬局
     鳥取市国府町糸谷８－３ 常　勤:    2締役　清水　真弓 新規 現存
     (薬       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   48014,166,8 ひまわり薬局鹿野店 〒689-0425 0857-84-6008株式会社保健企画　代山下　滋 平12. 1. 4 薬局
     鳥取市鹿野町今市１９００－８ 常　勤:    2表取締役　中嶋　直己 新規 現存
     (薬       2) 平30. 1. 4
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   49014,169,2 かもめ薬局 〒689-0501 0857-85-5101有限会社かわばた薬局松本　隼也 平14.12.25 薬局
     鳥取市青谷町青谷４３０７－１０常　勤:    2　代表取締役　中尾　 新規 現存
     (薬       2)佐代子 平26.12.25
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   50014,170,0 大村薬局松並店 〒680-0801 0857-22-5593有限会社大村薬局　代前嶋　直子 平17. 3. 1 薬局
     鳥取市松並町１丁目１６４－３ 常　勤:    2表取締役　大村　匡由 移動 現存
     (薬       2) 平29. 3. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51014,171,8 わらべ薬局 〒680-0942 0857-31-1818有限会社　杉の子薬局杉下　進一 平17. 3. 1 薬局
     鳥取市湖山町東３丁目６７番地 常　勤:    2　代表取締役　杉下　 新規 現存
     (薬       2)進一 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   52014,172,6 池田薬局 〒680-0822 0857-23-1251株式会社　池田薬局　池田　明子 平17. 4.18 薬局
     鳥取市今町一丁目３２３番地 常　勤:    2代表取締役　池田　浩 新規 現存
     (薬       2)三 平29. 4.18
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   53014,175,9 あおば薬局 〒680-0802 0857-22-3881前田　実 前田　実 平19. 2.13 薬局
     鳥取市青葉町３丁目１０４ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平25. 2.13
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   54014,176,7 なのはな薬局 〒680-0862 0857-30-3400なのはな薬局株式会社花本　正幸 平19. 4. 3 薬局
     鳥取市雲山１１３番地２０ 常　勤:    3　代表取締役　西尾　 新規 現存
     (薬       3)一俊 平25. 4. 3
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   55014,177,5 はまさか薬局 〒680-0901 0857-30-2345有限会社たむら薬局　田中　結貴 平19. 4.16 薬局
     鳥取市江津４０８－８　美丘ビル常　勤:    4代表取締役　淡路　英 新規 現存
     (薬       4)広 平25. 4.16
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   56014,178,3 よつば薬局 〒680-0935 0857-30-3300株式会社　よつば薬局山下　聖児 平19. 4. 2 薬局
     鳥取市里仁５３番地７ 常　勤:    7　代表取締役　山下　 新規 現存
     (薬       7)聖児 平25. 4. 2
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   57014,179,1 もみじ薬局 〒680-0151 0857-36-8014有限会社　清水　代表清水　真弓 平19. 4.16 薬局
     鳥取市国府町宮下１１６５番地３常　勤:    2取締役　清水　真弓 新規 現存
     (薬       2) 平25. 4.16
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   58014,181,7 ひまわり薬局 〒680-0833 0857-21-9691株式会社　保健企画　中嶋　直己 平20. 3. 1 薬局
     鳥取市末広温泉町５７４ 常　勤:   10代表取締役　中嶋　直 移動 現存
     (薬      10)己 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   59014,182,5 なかの薬局末恒店 〒689-0202 0857-59-1193有限会社　なかの薬局中野　厚 平20. 8. 4 薬局
     鳥取市美萩野１－１１８ 常　勤:    2　代表取締役　中野　 移動 現存
     (薬       2)厚 平26. 8. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   60014,183,3 イオン薬局鳥取北店 〒680-0904 0857-38-3305イオンリテール株式会藤川　靖浩 平20. 8.21 薬局
     鳥取市晩稲３４８番地 常　勤:    6社　代表取締役　岡崎 組織変更 現存
     (薬       6)　双一 平26. 8.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   61014,184,1 ふせ薬局 〒680-0944 0857-30-0877有限会社　やまさき薬谷口　賢 平20. 9. 1 薬局
     鳥取市布勢３２１番５ 常　勤:    2局　代表取締役　山﨑 新規 現存
     (薬       2)　ふくみ 平26. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   62014,185,8 つくし薬局 〒680-0853 0857-25-3588熊谷　紀夫 熊谷　紀夫 平20.10. 1 薬局
     鳥取市桜谷３６７－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平26.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   63014,186,6 こやまハーブ薬局 〒680-0941 0857-54-1883有限会社　やまさき薬井上　大志 平21. 7. 1 薬局
     鳥取市湖山町北１丁目４６３－１常　勤:    1局　代表取締役　山﨑 新規 現存
     (薬       1)ふくみ 平27. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   64014,188,2 徳吉薬局みなみ 〒680-0814 0857-50-0175有限会社　徳吉薬局　中林　祐太 平22. 1. 4 薬局
     鳥取市南町４３０ 常　勤:    2代表取締役　徳吉　公 新規 現存
     (薬       2)司 平28. 1. 4
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   65014,190,8 はまむら薬局 〒689-0334 0857-82-3337株式会社　薬明館　代井上　千晶 平22.10. 1 薬局
     鳥取市気高町北浜３丁目１３１番常　勤:    2表取締役　岩月　進 新規 現存
     地２ (薬       2) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   66014,192,4 株式会社林ほんどおり〒680-0833 0857-22-5393株式会社林ほんどおり林　朋子 平23. 1. 1 薬局
     薬局 鳥取市末広温泉町１２６番地 常　勤:    2薬局　代表取締役　林 組織変更 現存
     (薬       2)　英夫 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   67014,193,2 有限会社　五臓圓薬局〒680-0033 0857-26-1355有限会社五臓圓薬局　森下　章 平23. 3.22 薬局
     鳥取市二階町二丁目２０７ 常　勤:    2代表取締役　森下　章 移動 現存
     (薬       2) 平29. 3.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   68014,194,0 駅南おうぎまち薬局 〒680-0846 0857-30-1301有限会社たむら薬局　高垣　裕子 平23. 7. 1 薬局
     鳥取市扇町１２３－２ 常　勤:    3代表取締役　淡路　英 新規 現存
     (薬       3)広 平29. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   69014,195,7 鳥取県薬剤師会休日夜〒680-0845 0857-50-1583一般社団法人　鳥取県楠田　美和 平23. 8. 1 薬局
     間薬局 鳥取市富安一丁目５８番地１ 常　勤:    2薬剤師会　会長　原　 新規 現存
     (薬       2)利一郎 平29. 8. 1
     非常勤:   48
     (薬      48)
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   70014,196,5 みやなが薬局 〒680-0872 0857-50-1120有限会社たむら薬局　三好　和浩 平24. 4. 1 薬局
     鳥取市宮長１３－７ 常　勤:    3代表取締役　淡路　英 新規 現存
     (薬       3)広 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   71014,198,1 徳吉薬局　さかえまち〒680-0831 0857-30-5380有限会社　徳吉薬局　引田　貴子 平24. 4. 1 薬局
     鳥取市栄町２１０番地 常　勤:    3代表取締役　徳吉　公 新規 現存
     (薬       3)司 平30. 4. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   72014,199,9 おうちだに薬局 〒680-0045 0857-30-6882株式会社薬明館　代表岸本　倫行 平25. 4. 1 薬局
     鳥取市大工町頭２９番地 常　勤:    2取締役　岩月　進 新規 現存
     (薬       2) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   73014,201,3 徳吉薬局でんえんちょ〒680-0803 0857-30-5125有限会社　徳吉薬局　金谷　愛 平25.11. 1 薬局
     う 鳥取市田園町１丁目２４２－１ 常　勤:    3代表取締役　徳吉　公 新規 現存
     (薬       3)司 平25.11. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   74014,204,7 くるみ薬局 〒680-1251 0858-71-0070株式会社　くるみ薬局長谷川　晃美 平26. 6. 1 薬局
     鳥取市河原町河原４８番地９ 常　勤:    1　代表取締役　長谷川 新規 現存
     (薬       1)　晃美 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   75014,205,4 小谷薬局　雲山店 〒680-0862 0857-30-7891小谷薬品株式会社　代小谷　和也 平27. 3. 1 薬局
     鳥取市雲山２４１－２７ 常　勤:    1表取締役　小谷　荘介 新規 現存
     (薬       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   76014,206,2 アイ・プラス薬局　美〒689-0202 0857-30-4861有限会社こやま薬局　大谷　芝毅 平27. 9. 1 薬局
     萩野店 鳥取市美萩野１丁目４９ 常　勤:    1代表取締役　下田　哲 新規 現存
     (薬       1)也 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   77014,207,0 徳吉薬局　しかの 〒689-0405 0857-84-1201有限会社徳吉薬局　代森本　聡 平27.11. 1 薬局
     鳥取市鹿野町鹿野１０９２－１ 常　勤:    2表取締役　徳吉　公司 新規 現存
     (薬       2) 平27.11. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［鳥取県］

［平成30年 6月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成30年 6月 4日作成    11 頁

   78014,208,8 アイ・プラス薬局　松〒680-0801 0857-26-6088有限会社こやま薬局　山﨑　武司 平28. 1. 1 薬局
     並店 鳥取市松並町１丁目１４０－３ 常　勤:    1代表取締役　下田　哲 組織変更 現存
     (薬       1)也 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   79014,209,6 ひふみ調剤薬局 〒680-0041 0857-50-0808株式会社ライフライン平井　佳人 平28. 8. 1 薬局
     鳥取市掛出町２０－３ 常　勤:    1　代表取締役　松村　 移動 現存
     (薬       1)明 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   80014,210,4 イオン薬局鳥取店 〒680-0847 0857-21-3029イオンリテール株式会大木　沙弥 平29. 7. 1 薬局
     鳥取市天神町１番地外 常　勤:    6社　代表取締役　岡崎 新規 現存
     (薬       6)　双一 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   81014,211,2 株式会社米沢薬局 〒680-1241 0858-85-1588株式会社米沢薬局　代米澤　純夫 平29. 8.13 薬局
     鳥取市河原町長瀬８０番地１０ 常　勤:    4表取締役　米澤　純夫 組織変更 現存
     (薬       4) 平29. 8.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   82014,212,0 たむら薬局鳥取北店 〒680-0904 0857-32-9550有限会社たむら薬局　中山　富実 平29.11. 1 薬局
     鳥取市晩稲４３７番４ 常　勤:    2代表取締役　淡路　英 新規 現存
     (薬       2)広 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   83014,213,8 アイ・プラス薬局上魚〒680-0047 0857-25-1500有限会社こやま薬局　田中　薫 平30. 1. 1 薬局
     町店 鳥取市上魚町１４－５ 常　勤:    1代表取締役　下田　哲 その他 現存
     (薬       1)也 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   84014,214,6 アイ・プラス薬局叶店〒680-0874 0857-51-7511有限会社こやま薬局　稲村　昇一 平30. 1. 1 薬局
     鳥取市叶２８９－２ 常　勤:    5代表取締役　下田　哲 その他 現存
     (薬       5)也 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   85014,215,3 アイ・プラス薬局南隈〒680-0903 0857-30-5270有限会社こやま薬局　大坪　卓弥 平30. 1. 1 薬局
     店 鳥取市南隈１６３－３ 常　勤:    1代表取締役　下田　哲 その他 現存
     (薬       1)也 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   86014,216,1 さくら薬局　卯垣店 〒680-0074 0857-38-2270株式会社あじさい地所森本　郁子 平29.12. 1 薬局
     鳥取市卯垣４丁目１０１－１ 常　勤:    3　代表取締役　岩崎　 その他 現存
     (薬       3)裕昭 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   87014,217,9 あかつき薬局 〒680-0945 0857-37-3330株式会社あかつき　代國森　英津子 平30. 1.11 薬局
     鳥取市湖山町南３丁目３０１－２常　勤:    1表取締役　國森　英津 組織変更 現存
     (薬       1)子 平30. 1.11
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   88014,218,7 みずたま薬局 〒680-0935 0857-30-6211株式会社よつば薬局　山下　美紀 平30. 4. 2 薬局
     鳥取市里仁５６－７ 常　勤:    1代表取締役　山下　聖 新規 現存
     (薬       1)児 平30. 4. 2
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   89014,219,5 徳吉薬局　日赤前 〒680-0017 0857-51-1822有限会社徳吉薬局　代徳吉　雄三 平30. 4. 1 薬局
     鳥取市尚徳町１１４－６ 常　勤:    3表取締役　徳吉　公司 新規 現存
     (薬       3) 平30. 4. 1
     非常勤:   21
     (薬      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   90014,220,3 フジモト薬局 〒680-0824 0857-36-0232有限会社フジモトドラ藤本　晴則 平30. 5. 7 薬局
     鳥取市行徳２丁目６４７ 常　勤:    3ッグ　代表取締役　藤 移動 現存
     (薬       3)本　晴則 平30. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   91024,014,8 有限会社　山田薬局 〒683-0064 0859-22-2817有限会社　山田薬局　山田　千恵 昭35. 4. 9 薬局
     米子市道笑町１丁目８番地 常　勤:    1代表取締役　山田　千 新規 現存
     (薬       1)恵 平29. 4. 9
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   92024,022,1 遠藤全快堂薬局 〒683-0066 0859-22-3634遠藤　主税 遠藤　宏子 昭47. 3. 1 薬局
     米子市日野町１６５ 常　勤:    3 新規 現存
     (薬       3) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   93024,024,7 仙田薬局 〒683-0812 0859-22-6295仙田　明美 仙田　明美 昭49. 9. 1 薬局
     米子市角盤町１丁目２５ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平28. 9. 1
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   94024,037,9 有限会社　アド調剤薬〒683-0067 0859-33-7958有限会社アド調剤薬局大谷　祐子 平10. 7.23 薬局
     局 米子市東町１９２ 常　勤:    3　代表取締役　大谷　 組織変更 現存
     (薬       3)祐子 平28. 7.23
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   95024,049,4 一般財団法人　恵仁会〒683-0823 0859-22-9588一般財団法人恵仁会　長谷川　真紀 平 7.12. 1 薬局
     薬局 米子市加茂町２丁目２１９ 常　勤:    3理事長　能勢　隆之 移動 現存
     (薬       3) 平28.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   96024,060,1 鳥取県薬学総合センタ〒683-0006 0859-35-0778一般社団法人　鳥取県木村　啓子 平 2. 4. 2 薬局
     ー西部薬局 米子市車尾４丁目１３番２４号 常　勤:    1薬剤師会　会長　原　 新規 現存
     (薬       1)利一郎 平29. 4. 2
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   97024,061,9 薬局山本 〒689-3521 0859-27-2853山本　賀寿恵 山本　賀寿恵 平 3.11. 1 薬局
     米子市河岡５８２－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   98024,062,7 桔梗堂薬局 〒683-0802 0859-33-6006有限会社　サン・ファ木村　洋子 平 3.12.16 薬局
     米子市東福原３－８－１ 常　勤:    2ーム　取締役　木村　 新規 現存
     (薬       2)洋子 平27.12.16
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   99024,063,5 都田薬局 〒683-0064 0859-22-2581都田　芳郎 都田　芳郎 平 4. 2.15 薬局
     米子市道笑町１丁目１０８ 常　勤:    2 移動 現存
     (薬       2) 平28. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  100024,067,6 今井薬局 〒683-0841 0859-29-7266今井　秀博 今井　秀博 平 5. 1.18 薬局
     米子市上後藤５丁目１３番３４号常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平29. 1.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101024,070,0 薬局レセータ 〒683-0005 0859-34-1133株式会社　日医工サン山本　晴美 平 5. 7. 1 薬局
     米子市中島２丁目１番４７号 常　勤:    2イン　代表取締役　村 新規 現存
     (薬       2)上　玲 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  102024,073,4 薬局いわがき 〒683-0812 0859-32-6061有限会社いわがき　代岩垣　博美 平12. 3. 1 薬局
     米子市角盤町１丁目４２ 常　勤:    2表取締役　岩垣　孝樹 組織変更 現存
     (薬       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  103024,074,2 よなご薬局 〒683-0006 0859-33-3033有限会社　よなご薬局森田　陽子 平11. 7. 1 薬局
     米子市車尾四丁目１４番１５号 常　勤:    1　代表取締役　石川　 組織変更 現存
     (薬       1)正美 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  104024,075,9 なべや薬局米子店 〒683-0826 0859-31-0311有限会社　なべや本店田中　由佳 平 6. 3.15 薬局
     米子市西町１０ 常　勤:    1薬局　代表取締役　福 新規 現存
     (薬       1)島　邦子 平30. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  105024,076,7 有限会社　つくし薬局〒683-0845 0859-29-3003有限会社　つくし薬局山地　優子 平 6. 4. 1 薬局
     米子市旗ケ崎７丁目２３－２３ 常　勤:    1　取締役　山地　優子 組織変更 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  106024,077,5 フォルテシモ 〒683-0801 0859-35-3536有限会社　フォルテシ深田　眞智子 平11. 9. 2 薬局
     米子市新開５丁目１番９号 常　勤:    1モ　代表取締役　深田 移動 現存
     (薬       1)　眞智子 平29. 9. 2
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  107024,079,1 西村快復堂薬局 〒683-0015 0859-26-2932西村　基 西村　基 平 6. 6. 1 薬局
     米子市日原８１０－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  108024,085,8 有限会社　アオト薬局〒683-0257 0859-26-4700有限会社　アオト薬局一橋　雅人 平 7. 4. 1 薬局
     米子市榎原１８８８－６ 常　勤:    1　代表取締役　一橋　 組織変更 現存
     (薬       1)雅人 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  109024,086,6 もり薬局 〒683-0812 0859-31-2465森　和恵 森　和恵 平 7. 4.17 薬局
     米子市角盤町１－１４３ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 4.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  110024,087,4 ケイ・アイ堂薬局 〒683-0002 0859-22-7396株式会社　池田薬局　清水　彩菜 平 7. 5. 1 薬局
     米子市皆生新田２丁目２－１５ 常　勤:    6代表取締役　池田　浩 新規 現存
     (薬       6)三 平28. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  111024,091,6 どい薬局 〒683-0805 0859-22-6807有限会社土井　代表取髙田　陽子 平 7.12. 1 薬局
     米子市西福原６丁目２－２９ 常　勤:    1締役　土井　英教 新規 現存
     (薬       1) 平28.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  112024,092,4 薬局スタッセ 〒683-0064 0859-34-9355小原商事株式会社　代小原　佳子 平11.11.29 薬局
     米子市道笑町４丁目９２－１ 常　勤:    1表取締役　小原　得雄 移動 現存
     (薬       1) 平29.11.29
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  113024,093,2 有限会社　あすなろ調〒683-0851 0859-29-2210有限会社あすなろ調剤都田　修史 平 8. 4. 1 薬局
     剤薬局 米子市夜見町１９２４－４ 常　勤:    2薬局　代表取締役　都 新規 現存
     (薬       2)田　修史 平29. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  114024,097,3 オレンジ薬局 〒683-0011 0859-26-1492有限会社　ワイツーケ島　久仁子 平11. 4.18 薬局
     米子市福市１７２３－９ 常　勤:    2ー　代表取締役　島　 移動 現存
     (薬       2)久仁子 平29. 4.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  115024,102,1 みなと調剤薬局 〒683-0836 0859-35-9547有限会社　みなと調剤大谷　咲子 平 9. 6. 2 薬局
     米子市花園町１３０－１９ 常　勤:    1薬局　代表取締役　大 新規 現存
     (薬       1)谷　咲子 平30. 6. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  116024,109,6 五千石調剤薬局 〒683-0012 0859-39-7211有限会社　ヴィレッジ瀬尾　彰彦 平10. 4. 1 薬局
     米子市八幡７０３－１ 常　勤:    1　代表取締役　村本　 新規 現存
     (薬       1)亘 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  117024,111,2 みどり薬局 〒683-0853 0859-48-0248有限会社　みどり薬局井上　英明 平10. 4. 1 薬局
     米子市両三柳３２８８－５ 常　勤:    5　代表取締役　井上　 新規 現存
     (薬       5)英明 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  118024,112,0 ばくろうまち薬局 〒683-0052 0859-37-2030渡部　文夫 山中　里奈 平10. 4. 1 薬局
     米子市博労町１丁目１３３－２ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  119024,116,1 しおん薬局 〒683-0103 0859-25-0057有限会社あすなろ調剤都田　まり子 平11.12.16 薬局
     米子市富益町３５３３－５ 常　勤:    1薬局　代表取締役　都 新規 現存
     (薬       1)田　修史 平29.12.16
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  120024,117,9 ゆのはな薬局 〒683-0002 0859-39-1150有限会社ゆのはな薬局高階　万里子 平11. 8. 2 薬局
     米子市皆生新田３丁目５番１９号常　勤:    1　代表取締役　高階　 新規 現存
     (薬       1)万里子 平29. 8. 2
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  121024,118,7 有限会社　素問元気堂〒683-0801 0859-34-9171有限会社素問元気堂薬青砥　聡 平11.12.27 薬局
     薬局 米子市新開六丁目４番７号 常　勤:    3局　代表取締役　青砥 移動 現存
     (薬       3)　聡 平29.12.27
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  122024,119,5 春日調剤薬局 〒689-3532 0859-37-1350有限会社ヴィレッジ　村本　凌太郎 平12. 1. 4 薬局
     米子市上新印２５６番２０ 常　勤:    2代表取締役　村本　亘 新規 現存
     (薬       2) 平30. 1. 4
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  123024,122,9 サンライフ薬局 〒683-0802 0859-23-0833有限会社　ドラッグサ河津　優美子 平12. 7. 1 薬局
     米子市東福原５丁目４－６ 常　勤:    1ンライフ　代表取締役 移動 現存
     (薬       1)　河津　優美子 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  124024,124,5 岸岡薬局 〒683-0853 0859-29-5596岸岡　素子 岸岡　素子 平13. 5.15 薬局
     米子市両三柳２５１４ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平25. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  125024,125,2 オリーブ薬局 〒683-0008 0859-38-3557有限会社　山田薬局　山田　恭平 平13.12.15 薬局
     米子市車尾南１丁目８番２７号 常　勤:    1代表取締役　山田　千 新規 現存
     (薬       1)恵 平25.12.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  126024,126,0 調剤薬局ユース 〒683-0802 0859-38-3555有限会社　増谷信一郎増谷　信一郎 平14. 1.15 薬局
     米子市東福原６丁目１番２号 常　勤:    2商店　代表取締役　増 新規 現存
     (薬       2)谷信一郎 平26. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  127024,127,8 ひだまり薬局 〒683-0846 0859-30-0388有限会社ひだまり薬局松下　直美 平14. 7. 1 薬局
     米子市安倍４０－３ 常　勤:    2　取締役　松下　直美 新規 現存
     (薬       2) 平26. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  128024,129,4 青空薬局 〒683-0064 0859-38-8949小原商事株式会社　代網﨑　由佳子 平14. 9. 1 薬局
     米子市道笑町４丁目１２２番地８常　勤:    1表取締役　小原　得雄 新規 現存
     (薬       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  129024,135,1 みずとり薬局 〒683-0854 0859-30-0840有限会社みずとり薬局平田　佳裕 平15. 6. 1 薬局
     米子市彦名町１４５７－１ 常　勤:    1　代表取締役　平田　 新規 現存
     (薬       1)佳裕 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  130024,138,5 たかきファーマシー 〒683-0002 0859-23-4775高木　直人 高木　直人 平15.11.17 薬局
     米子市皆生新田３丁目１３ 常　勤:    2 移動 現存
     (薬       2) 平27.11.17
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  131024,139,3 かも調剤薬局 〒683-0853 0859-30-0888有限会社　スマイル保朝野　舞子 平15.11.17 薬局
     米子市両三柳１８９０－２ 常　勤:    2健企画　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)上原　隆 平27.11.17
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  132024,141,9 アイプラス調剤薬局 〒683-0853 0859-30-0961株式会社　福山臨床検岩永　洋子 平16. 4. 1 薬局
     米子市両三柳１８９８－３ 常　勤:    4査センター　代表取締 新規 現存
     (薬       4)役　近本　陽一 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  133024,142,7 尾高薬局 〒689-3514 0859-27-5638有限会社　土井　代表勝部　紀子 平16. 6. 1 薬局
     米子市尾高２７７５番地２ 常　勤:    2取締役　土井　英教 新規 現存
     (薬       2) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  134024,146,8 かりん薬局 〒689-3401 0859-37-4900有限会社　ドラッグ・河津　美里 平15. 5. 1 薬局
     米子市淀江町今津１４８－６ 常　勤:    2サンライフ　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　河津　優美子 平27. 5. 1
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  135024,149,2 有限会社　エンゼル薬〒683-0012 0859-26-2525有限会社　エンゼル薬梅國　和子 平17. 8. 1 薬局
     局 米子市八幡７２１－１ 常　勤:    1局　代表取締役　梅國 移動 現存
     (薬       1)　秀徳 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  136024,153,4 つばさ薬局 〒683-0004 0859-23-6661株式会社　福山臨床検古杉　瑞江 平18. 7. 1 薬局
     米子市上福原５丁目５－４０ 常　勤:    3査センター　代表取締 新規 現存
     (薬       3)役　近本　陽一 平30. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  137024,154,2 あい調剤薬局 〒683-0841 0859-38-0810株式会社　ナガイ薬局永井　智恵 平18.12. 1 薬局
     米子市上後藤２－３－６ 常　勤:    1　代表取締役　永井　 新規 現存
     (薬       1)勝正 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  138024,155,9 きらら薬局 〒683-0805 0859-34-6567株式会社　ハイブリッ高橋　寿夫 平19. 1. 4 薬局
     米子市西福原９丁目１１番１５号常　勤:    1ジ　代表取締役　高橋 新規 現存
     (薬       1)　寿夫 平25. 1. 4
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  139024,156,7 すみれ薬局 〒683-0052 0859-21-3001有限会社　土井　代表土井　博司 平19. 3. 5 薬局
     米子市博労町３丁目８３番地の１常　勤:    1取締役　土井　英教 新規 現存
     (薬       1) 平25. 3. 5
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  140024,157,5 長谷川薬局 〒683-0851 0859-48-1077長谷川　千鳥 平塚　明美 平19.10. 9 薬局
     米子市夜見町３０２３－２９ 常　勤:    4 新規 現存
     (薬       4) 平25.10. 9
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  141024,165,8 紀の川薬局 〒683-0004 0859-35-5053株式会社　エスマイル米江　美佐子 平20.10. 1 薬局
     米子市上福原５丁目１２番６３号常　勤:    1　代表取締役　中村　 組織変更 現存
     (薬       1)勝洋 平26.10. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  142024,166,6 しらとり調剤薬局 〒683-0002 0859-34-0018株式会社　エスマイル吉澤　秀昭 平20.10. 1 薬局
     米子市皆生新田１丁目９番１３号常　勤:    2　代表取締役　中村　 組織変更 現存
     (薬       2)勝洋 平26.10. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  143024,167,4 ちどり薬局 〒683-0823 0859-22-8272株式会社　エスマイル湯浅　泉 平20.10. 1 薬局
     米子市加茂町１丁目１９番 常　勤:    1　代表取締役　中村　 組織変更 現存
     (薬       1)勝洋 平26.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  144024,168,2 ながすな薬局 〒683-0033 0859-36-9383小原商事株式会社　代松原　俊子 平20.10.30 薬局
     米子市長砂町５４番３ 常　勤:    1表取締役　小原　得雄 新規 現存
     (薬       1) 平26.10.30
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  145024,169,0 リブ調剤薬局 〒683-0845 0859-21-1871有限会社　アド調剤薬大谷　誠司 平20.12. 1 薬局
     米子市旗ケ崎５丁目１６－１４ 常　勤:    3局　代表取締役　大谷 新規 現存
     (薬       3)　祐子 平26.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  146024,170,8 ふくいち薬局 〒683-0011 0859-39-7113有限会社ピーシーネッ由永　利絵 平21.11. 1 薬局
     米子市福市８６２－１０ 常　勤:    1ト　代表取締役　渡部 組織変更 現存
     (薬       1)　文夫 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  147024,172,4 アイプラス薬局　四日〒683-0061 0859-21-0235株式会社　福山臨床検神鳥　聖久 平23. 4. 1 薬局
     市店 米子市四日市町５０番２ 常　勤:    2査センター　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　近本　陽一 平29. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  148024,173,2 藤幸堂薬局 〒683-0846 0859-24-1555株式会社　フジタ薬局藤田　憲幸 平23. 5. 1 薬局
     米子市安倍２００－１ 常　勤:    2　代表取締役　藤田　 組織変更 現存
     (薬       2)幸一 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  149024,174,0 クオール薬局皆生温泉〒683-0001 0859-35-4713クオール株式会社　代寺田　誠也 平24. 3. 1 薬局
     店 米子市皆生温泉１丁目１２－２２常　勤:    1表取締役　中村　敬 その他 現存
     (薬       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  150024,175,7 淀江調剤薬局 〒689-3425 0859-39-4567株式会社　大陽堂薬局弘部　紘司 平24. 4. 1 薬局
     米子市淀江町佐陀１４００ 常　勤:    1　代表取締役　宮永　 その他 現存
     (薬       1)昭彦 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151024,176,5 かくばんちょう薬局 〒683-0812 0859-30-3358有限会社　金田薬局　梅國　秀之 平24. 4. 1 薬局
     米子市角盤町３丁目１３１ 常　勤:    1代表取締役　金田　賢 新規 現存
     (薬       1)司 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  152024,177,3 すみよしファミリー薬〒683-0841 0859-21-7580株式会社　エスマイル綿谷　公道 平24. 5.14 薬局
     局 米子市上後藤７丁目１－５７ 常　勤:    1　代表取締役　中村　 新規 現存
     (薬       1)勝洋 平30. 5.14
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  153024,179,9 サニー薬局 〒683-0008 0859-30-3800株式会社　サニー薬局西垣　俊太 平24. 9. 1 薬局
     米子市車尾南１丁目１５－４６ 常　勤:    2　代表取締役　西垣　 新規 現存
     (薬       2)俊太 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  154024,181,5 だんだん調剤薬局 〒683-0853 0859-21-8812有限会社　アライブ薬川根　保 平24.10. 1 薬局
     米子市両三柳４４８２－１２ 常　勤:    1局　代表取締役　田中 新規 現存
     (薬       1)　伸生 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  155024,182,3 すずらん薬局 〒683-0064 0859-37-2252おしどり調剤薬局有限宇田　麻友子 平25. 3. 1 薬局
     米子市道笑町４丁目２２２－１ 常　勤:    2会社　代表取締役　宇 移動 現存
     (薬       2)田　勲 平25. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  156024,184,9 桜調剤薬局 〒683-0816 0859-21-5102株式会社薬援隊　代表野島　司行 平25. 9. 1 薬局
     米子市西倉吉町６９番地 常　勤:    1取締役　野島　司行 新規 現存
     (薬       1) 平25. 9. 1
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  157024,185,6 共創未来　ホスピタウ〒683-0852 0859-29-8093株式会社ファーマみら小林　和子 平25.11. 1 薬局
     ン薬局 米子市河崎５７４－１ 常　勤:    2い　代表取締役　清原 組織変更 現存
     (薬       2)　陽子 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  158024,186,4 ケアタウン薬局 〒683-0016 0859-39-7181株式会社カオナ　代表松本　かおり 平26. 3. 3 薬局
     米子市奥谷１１５５番地４ 常　勤:    1取締役　松本　かおり 組織変更 現存
     (薬       1) 平26. 3. 3
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  159024,187,2 ひまわり薬局 〒689-3514 0859-21-7803門脇　孝幸 中澤　収 平26. 4. 1 薬局
     米子市尾高９０４－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  160024,188,0 ファーマシィ米子セン〒683-0004 0859-36-2831株式会社ファーマシィ永見　香織 平26. 4. 1 薬局
     ター薬局 米子市上福原１７７－３ 常　勤:    3　代表取締役　武田　 新規 現存
     (薬       3)宏 平26. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  161024,189,8 ウェルネス薬局角盤店〒683-0812 0859-31-6122株式会社ツルハグルー作野　香奈子 平27. 8.16 薬局
     米子市角盤町３丁目８４ 常　勤:    3プドラッグ＆ファーマ 組織変更 現存
     (薬       3)シー西日本　代表取締 平27. 8.16
     非常勤:    8役社長　村上　正一
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  162024,190,6 ウェルネス薬局東福原〒683-0802 0859-31-6500株式会社ツルハグルー世良田　淳 平27. 8.16 薬局
     店 米子市東福原１丁目６－１６ 常　勤:    2プ　ドラッグ＆ファー 組織変更 現存
     (薬       2)マシー西日本　代表取 平27. 8.16
     非常勤:    6締役社長　村上　正一
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  163024,191,4 ウェルネス薬局両三柳〒683-0853 0859-37-2733株式会社ツルハグルー原田　裕子 平27. 8.16 薬局
     店 米子市両三柳２１２６－２ 常　勤:    2プ　ドラッグ＆ファー 組織変更 現存
     (薬       2)マシー西日本　代表取 平27. 8.16
     非常勤:    5締役社長　村上　正一
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  164024,192,2 イヨウ薬局福市店 〒683-0011 0859-26-6858株式会社ミルキーファ川島　雅弘 平27. 9. 1 薬局
     米子市福市１６６８－２ 常　勤:    1ーマシー　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       1)　松山　喜範 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  165024,193,0 うさぎ調剤薬局 〒683-0822 0859-35-4761株式会社ファーマみら草瀨　祐 平28. 1. 1 薬局
     米子市中町８３ 常　勤:    1い　代表取締役　清原 組織変更 現存
     (薬       1)　陽子 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  166024,194,8 日本調剤　鳥大前薬局〒683-0826 0859-23-6565日本調剤株式会社　代外山　裕介 平28. 4. 1 薬局
     米子市西町７９番地 常　勤:    5表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       5) 平28. 4. 1
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  167024,195,5 アイプラス薬局　ほん〒683-0062 0859-23-6614株式会社福山臨床検査鶴田　崇 平28. 4. 1 薬局
     どおり店 米子市紺屋町５８番地２ 常　勤:    1センター　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　近本　陽一 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  168024,196,3 アール薬局　東福原店〒683-0802 0859-46-0711株式会社アールファー島田　孝治 平28.11. 1 薬局
     米子市東福原六丁目５番６号 常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)島田　孝治 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  169024,197,1 大崎薬局 〒683-0104 0859-48-2211長谷川　千鳥 久家　さとみ 平29. 1. 1 薬局
     米子市大崎１２４２ 常　勤:    2 移動 現存
     (薬       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  170024,198,9 むらかみ薬局 〒683-0853 0859-46-0150株式会社日医工サンイ片山　君江 平29. 3. 1 薬局
     米子市両三柳３０８ 常　勤:    1ン　代表取締役　村上 新規 現存
     (薬       1)　玲 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  171024,199,7 薬局　紫草 〒683-0004 0859-46-0801増田　千鶴子 遠藤　美子 平29. 3. 1 薬局
     米子市上福原６丁目１３番３０号常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  172024,200,3 大陽堂薬局新開店 〒683-0801 0859-23-5922株式会社大陽堂薬局　岸本　淳司 平29. 5. 1 薬局
     米子市新開２丁目１３番５３号 常　勤:    2代表取締役　宮永　昭 新規 現存
     (薬       2)彦 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  173024,201,1 有限会社こやま薬局　〒683-0826 0859-21-5516有限会社こやま薬局　宇多　宏二 平29. 9. 1 薬局
     なべや薬局　パークサ米子市西町８６－３美保西町ビル常　勤:    1代表取締役　下田　哲 新規 現存
     イド店 １Ｆ (薬       1)也 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  174024,202,9 ウェルネス薬局淀江店〒689-3403 0859-56-5903株式会社ツルハグルー武本　崇 平29.11. 1 薬局
     米子市淀江町西原１０２９－３ 常　勤:    1プドラッグ＆ファーマ 新規 現存
     (薬       1)シー西日本　代表取締 平29.11. 1
     非常勤:    9役社長　村上　正一
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  175024,203,7 かみふくばら薬局 〒683-0004 0859-31-5661有限会社ピーシーネッ渡部　文夫 平29.12. 1 薬局
     米子市上福原２丁目１７番１６号常　勤:    2ト　代表取締役　渡部 新規 現存
     (薬       2)　文夫 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  176024,204,5 ファーマシィ薬局くる〒683-0064 0859-38-1211株式会社ファーマシィ中野　保子 平30. 1. 1 薬局
     み 米子市道笑町４－１２２－１０ 常　勤:    2　代表取締役　武田　 その他 現存
     (薬       2)宏 平30. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  177024,205,2 サフラン薬局 〒683-0067 0859-21-5367新共栄商事有限会社　木下　実佳 平30. 3. 1 薬局
     米子市東町２８２ＧＯＧＹＯビル常　勤:    1代表取締役　木下　光 新規 現存
     ２階 (薬       1)雄 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  178024,206,0 クローバー薬局 〒683-0021 0859-21-0300門 　孝幸 門 　孝幸 平30. 4. 1 薬局
     米子市石井７００－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  179024,207,8 ぎほう薬局 〒683-0812 0859-57-5666有限会社金田薬局　代太田　理恵子 平30. 4. 2 薬局
     米子市角盤町４丁目２９－１ 常　勤:    2表取締役　金田　賢司 新規 現存
     (薬       2) 平30. 4. 2
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  180024,208,6 はまなす薬局 〒683-0103 0859-25-1850株式会社くすりのサノ佐野　俊輔 平30. 4. 1 薬局
     米子市富益町１１３０番地 常　勤:    1　代表取締役　佐野　 その他 現存
     (薬       1)俊輔 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  181034,013,8 大陽堂薬局本店 〒682-0021 0858-26-5418株式会社　大陽堂薬局牧田　眞知子 平10. 4. 1 薬局
     倉吉市上井２７－１ 常　勤:    2　代表取締役　宮永　 移動 現存
     (薬       2)昭彦 平28. 4. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  182034,027,8 加藤調剤薬局一本木店〒682-0023 0858-26-5580有限会社加藤調剤薬局清水　章世 昭62.10.14 薬局
     倉吉市山根６３７番地５ 常　勤:    1　代表取締役　加藤　 新規 現存
     (薬       1)圭二 平29.10.14
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  183034,029,4 小鴨薬局昭和店 〒682-0806 0858-22-6711有限会社ミネ・マネジ米田　瑞希 平元. 5. 1 薬局
     倉吉市昭和町２丁目１ 常　勤:    2メント・システム　代 組織変更 現存
     (薬       2)表取締役　米田　峰明 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  184034,032,8 鳥取県薬学総合センタ〒682-0805 0858-22-1351一般社団法人　鳥取県佐倉　章文 平 3. 4. 1 薬局
     ー倉吉薬局 倉吉市南昭和町１７番地 常　勤:    2薬剤師会　会長　原　 移動 現存
     (薬       2)利一郎 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  185034,034,4 北斗調剤薬局 〒682-0861 0858-23-5082有限会社北斗　代表取恩田　貴子 平 4. 5. 1 薬局
     倉吉市新町３丁目１１７７－１ 常　勤:    1締役　中塩　友一 新規 現存
     (薬       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  186034,035,1 小林薬局東町店 〒682-0823 0858-23-1234小林薬局有限会社　代小林　知子 平 4. 5.15 薬局
     倉吉市東町４３５－１０ 常　勤:    1表取締役　小林　健治 新規 現存
     (薬       1) 平28. 5.15
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  187034,036,9 有限会社　山田薬局 〒682-0811 0858-23-6539有限会社　山田薬局　山田　邦嗣 平 9. 4. 1 薬局
     倉吉市上灘町１７１ 常　勤:    1代表取締役　山田　邦 移動 現存
     (薬       1)嗣 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  188034,037,7 小林薬局マロニエ店 〒682-0806 0858-23-1233小林薬局有限会社　代小林　康治 平 7.11. 1 薬局
     倉吉市昭和町１丁目２５－１ 常　勤:    1表取締役　小林　健治 移動 現存
     (薬       1) 平28.11. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  189034,038,5 有限会社　セイビ堂薬〒682-0881 0858-23-2950有限会社セイビ堂薬局藤井　義博 平 7.12.15 薬局
     局 倉吉市宮川町１２９ 常　勤:    1　代表取締役　藤井　 新規 現存
     (薬       1)義博 平28.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  190034,039,3 ひかり調剤薬局 〒682-0802 0858-23-0081有限会社　ひかり保健山本　佐知子 平 8. 7. 1 薬局
     倉吉市東巌城町５６番地 常　勤:    2企画　代表取締役　岩 新規 現存
     (薬       2)間　徹 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  191034,040,1 みつわ調剤薬局 〒682-0006 0858-26-6211有限会社　みつわ調剤石川　敏克 平 8. 8. 1 薬局
     倉吉市井手畑１８７ 常　勤:    1薬局　代表取締役　石 新規 現存
     (薬       1)川　敏克 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  192034,043,5 ミナミ薬局有限会社 〒682-0022 0858-26-3733ミナミ薬局有限会社　南　浩 平 9. 7. 1 薬局
     倉吉市上井町１丁目１２ 常　勤:    1代表取締役　南　浩 新規 現存
     (薬       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  193034,044,3 加藤調剤薬局ふくば店〒682-0018 0858-48-1550有限会社　加藤調剤薬加藤　圭二 平 9. 9. 1 薬局
     倉吉市福庭町１丁目１１１ 常　勤:    1局　代表取締役　加藤 新規 現存
     (薬       1)　圭二 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  194034,045,0 小林薬局ロータリー店〒682-0806 0858-23-1225小林薬局有限会社　代定常　敬子 平10. 4. 1 薬局
     倉吉市昭和町１丁目２１１－２ 常　勤:    1表取締役　小林　健治 新規 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  195034,046,8 武本薬局あげい店 〒682-0024 0858-26-7164有限会社　武本薬局　武本　智美 平10. 4. 1 薬局
     倉吉市伊木２０１－４ 常　勤:    2代表取締役　下田　哲 新規 現存
     (薬       2)也 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  196034,047,6 日本調剤西町薬局 〒682-0824 0858-47-3123日本調剤株式会社　代名越　明美 平10. 9. 1 薬局
     倉吉市仲ノ町２７１２－１ 常　勤:    5表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       5) 平28. 9. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  197034,051,8 生田調剤薬局 〒682-0855 0858-48-2080有限会社生田調剤薬局李　賢司 平11.12. 1 薬局
     倉吉市生田３６０番３ 常　勤:    4　代表取締役　李　賢 新規 現存
     (薬       4)司 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  198034,053,4 有限会社　マキタ薬局〒682-0021 0858-27-4555有限会社マキタ薬局　牧田　明 平12. 1. 4 薬局
     倉吉市上井３０２番５ 常　勤:    5代表取締役　牧田　明 新規 現存
     (薬       5) 平30. 1. 4
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  199034,056,7 大陽堂薬局新町店 〒682-0861 0858-23-5117株式会社　大陽堂薬局森下　聡夫 平12.10.16 薬局
     倉吉市新町３丁目１０８１－６ 常　勤:    2　代表取締役　宮永　 新規 現存
     (薬       2)昭彦 平24.10.16
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  200034,059,1 大陽堂薬局山根店 〒682-0023 0858-27-4335株式会社　大陽堂薬局山田　真寿美 平15. 7. 1 薬局
     倉吉市山根４１５－４ 常　勤:    2　代表取締役　宮永　 新規 現存
     (薬       2)昭彦 平27. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  201034,060,9 小鴨薬局 〒682-0852 0858-28-3755有限会社　ミネ・マネ植田　克己 平16. 3. 1 薬局
     倉吉市丸山町４７７－２ 常　勤:    1ジメント・システム　 移動 現存
     (薬       1)代表取締役　米田　峰 平28. 3. 1
     非常勤:    2明
     (薬       2)
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  202034,063,3 北斗薬局関金店 〒682-0411 0858-45-1577有限会社　北斗　代表中塩　美奈子 平18. 4. 1 薬局
     倉吉市関金町関金宿１９９番地３常　勤:    1取締役　中塩　友一 新規 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  203034,064,1 田中薬局清谷店 〒682-0017 0858-27-0555田中薬局有限会社　代田中　一臣 平18.11. 1 薬局
     倉吉市清谷町１丁目２１５ 常　勤:    1表取締役　田中　一臣 新規 現存
     (薬       1) 平24.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  204034,065,8 武本薬局宮川店 〒682-0881 0858-27-0071有限会社　武本薬局　熊谷　留理子 平18.11. 1 薬局
     倉吉市宮川町１７４－１５ 常　勤:    1代表取締役　下田　哲 新規 現存
     (薬       1)也 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  205034,069,0 ゆかわ薬局 〒682-0806 0858-27-2556株式会社　ゆかわ薬局井上　雅江 平20. 8. 1 薬局
     倉吉市昭和町２－７０ 常　勤:    1　代表取締役　井上　 新規 現存
     (薬       1)雅江 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  206034,071,6 さくら薬局 〒682-0804 0858-47-1055株式会社薬明館　代表忌部　義夫 平21.10. 1 薬局
     倉吉市東昭和町１５８－２ 常　勤:    3取締役　岩月　進 組織変更 現存
     (薬       3) 平27.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  207034,072,4 明治町薬局 〒682-0887 0858-47-3500株式会社薬明館　代表井上　康弘 平21.10. 1 薬局
     倉吉市明治町１０３１－３４ 常　勤:    1取締役　岩月　進 組織変更 現存
     (薬       1) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  208034,073,2 あすなろ薬局 〒682-0022 0858-48-9500株式会社薬明館　代表多田羅　誠人 平21.10. 1 薬局
     倉吉市上井町１丁目１２番７ 常　勤:    2取締役　岩月　進 組織変更 現存
     (薬       2) 平27.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  209034,074,0 杏薬局 〒682-0022 0858-48-9213株式会社　エスマイル前園　健作 平23.10. 1 薬局
     倉吉市上井町１丁目１３７番地 常　勤:    1　代表取締役　中村　 組織変更 現存
     (薬       1)勝洋 平29.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  210034,075,7 みどり薬局 〒682-0804 0858-47-6101株式会社　エスマイル寺田　祥子 平23.10. 1 薬局
     倉吉市東昭和町３３番１ 常　勤:    1　代表取締役　中村　 組織変更 現存
     (薬       1)勝洋 平29.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  211034,077,3 小林薬局 〒682-0887 0858-23-1231小林薬局有限会社　代井上　須賀子 平24.12. 1 薬局
     倉吉市明治町１０３２－６ 常　勤:    1表取締役　小林　健治 移動 現存
     (薬       1) 平24.12. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  212034,078,1 北斗薬局　住吉店 〒682-0817 0858-24-6613有限会社　北斗　代表伊藤　良子 平25. 3. 1 薬局
     倉吉市住吉町５８番地１ 常　勤:    1取締役　中塩　友一 新規 現存
     (薬       1) 平25. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  213034,079,9 共創未来　倉吉宮川薬〒682-0881 0858-22-8899株式会社ファーマみら宮本　治枝 平25.11. 1 薬局
     局 倉吉市宮川町１３１－７ 常　勤:    1い　代表取締役　清原 組織変更 現存
     (薬       1)　陽子 平25.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  214034,080,7 スマイル薬局 〒682-0022 0858-24-6255株式会社　薬明館　代中村　和貴 平26. 6. 1 薬局
     倉吉市上井町１丁目８－３０ 常　勤:    1表取締役　岩月　進 新規 現存
     (薬       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  215034,081,5 パンダ薬局 〒682-0885 0858-24-5503株式会社　響　代表取小谷　弓子 平27. 2. 1 薬局
     倉吉市堺町３丁目７０番地 常　勤:    1締役　遠藤　彩 新規 現存
     (薬       1) 平27. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  216034,082,3 梨花調剤薬局　津原店〒682-0951 0858-27-0155有限会社　梨花調剤薬萬藤　洋子 平28. 1. 1 薬局
     倉吉市津原３９２－４ 常　勤:    1局　代表取締役　萬藤 新規 現存
     (薬       1)　洋子 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  217034,083,1 加藤調剤薬局 〒682-0023 0858-26-6565有限会社加藤調剤薬局加藤　美加 平28. 6. 1 薬局
     倉吉市山根５３１－４ 常　勤:    2　代表取締役　加藤　 移動 現存
     (薬       2)圭二 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  218034,084,9 日本調剤　昭和町薬局〒682-0806 0858-27-1056日本調剤株式会社　代鋒山　治 平29.11. 1 薬局
     倉吉市昭和町２丁目１５６番 常　勤:    1表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  219034,085,6 西倉薬局 〒682-0925 0858-28-3222有限会社倉吉ドラッグ黒木　大介 平29.12. 4 薬局
     倉吉市秋喜１５２番４ 常　勤:    1　代表取締役　李　賢 移動 現存
     (薬       1)司 平29.12. 4
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  220034,086,4 あかり薬局 〒682-0018 0858-27-1977株式会社薬明館　代表中尾　宗彦 平30. 2. 1 薬局
     倉吉市福庭町２丁目１７３－２ 常　勤:    1取締役　岩月　進 新規 現存
     (薬       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  221044,006,0 有限会社　對山堂薬局〒684-0025 0859-42-2250有限会社對山堂薬局　足立　則文 平 7.12. 1 薬局
     境港市本町２５－１ 常　勤:    3代表取締役　足立　雅 移動 現存
     (薬       3)子 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  222044,016,9 森下薬局 〒684-0056 0859-45-2831森下　計子 森下　計子 昭57. 9.16 薬局
     境港市幸神町３５７ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平24. 9.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  223044,019,3 有限会社　増谷慶一郎〒684-0032 0859-42-3436有限会社　増谷慶一郎大村　良子 昭61.10.15 薬局
     薬局元町店 境港市元町１７９７ 常　勤:    2薬局　代表取締役　増 新規 現存
     (薬       2)谷　立夫 平28.10.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  224044,020,1 有限会社　てらもと薬〒684-0072 0859-45-5758有限会社　てらもと薬寺本　久美子 平13. 6. 1 薬局
     局 境港市渡町１４４７－４ 常　勤:    1局　代表取締役　寺本 組織変更 現存
     (薬       1)　久美子 平25. 6. 1
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  225044,022,7 増谷薬局蓮池店 〒684-0062 0859-47-0325有限会社増谷慶一郎薬増谷　美喜子 平11.10.15 薬局
     境港市蓮池町１０２ 常　勤:    8局　代表取締役　増谷 新規 現存
     (薬       8)　立夫 平29.10.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  226044,024,3 なべや薬局明治町店 〒684-0022 0859-21-0400有限会社ティーエイチ伊木　勝彦 平14. 8.15 薬局
     境港市明治町１７－１ 常　勤:    1シー　代表取締役　福 新規 現存
     (薬       1)島　潔 平26. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  227044,025,0 境中央薬局 〒684-0033 0859-42-5922有限会社スマイル保健佐藤　学 平17. 2. 1 薬局
     境港市上道町３３１７ 常　勤:    2企画　代表取締役　上 組織変更 現存
     (薬       2)原　隆 平29. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  228044,026,8 アライブ薬局上道店 〒684-0033 0859-42-1155有限会社　アライブ薬田中　伸生 平18. 4. 1 薬局
     境港市上道町３０５２－１ 常　勤:    2局　代表取締役　田中 新規 現存
     (薬       2)　伸生 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  229044,027,6 ナガイ薬局境港店 〒684-0061 0859-42-5058株式会社　ナガイ薬局永井　勝正 平18.12. 1 薬局
     境港市米川町２８６ 常　勤:    1　代表取締役　永井　 組織変更 現存
     (薬       1)勝正 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  230044,029,2 たけのうち薬局 〒684-0043 0859-47-2355有限会社　アライブ薬山下　恵子 平22. 4. 3 薬局
     境港市竹内町５７８番地７ 常　勤:    1局　代表取締役　田中 新規 現存
     (薬       1)　伸生 平28. 4. 3
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  231044,030,0 クオール薬局境港店 〒684-0033 0859-47-4489クオール株式会社　代水野　大悟 平24.10. 1 薬局
     境港市上道町１８９３－４ 常　勤:    2表取締役　中村　敬 新規 現存
     (薬       2) 平24.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  232044,031,8 ウェルネス薬局境港店〒684-0062 0859-21-2766株式会社ツルハグルー中福　優子 平27. 8.16 薬局
     境港市蓮池町９２－１ 常　勤:    3プ　ドラッグ＆ファー 組織変更 現存
     (薬       3)マシー西日本　代表取 平27. 8.16
     非常勤:    7締役社長　村上　正一
     (薬       7)
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  233044,032,6 外江薬局 〒684-0071 0859-21-7755有限会社ティーエイチ福島　希美 平27. 9. 1 薬局
     境港市外江町上廻沢２２７５－１常　勤:    1シー　代表取締役　福 新規 現存
     (薬       1)島　潔 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  234044,033,4 エスマイル薬局　境港〒684-0021 0859-21-2205株式会社エスマイル　石田　真保子 平28. 6. 1 薬局
     店 境港市馬場崎町１７７－３ 常　勤:    2代表取締役　中村　勝 新規 現存
     (薬       2)洋 平28. 6. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  235114,006,5 有限会社　いわみ調剤〒681-0073 0857-72-1711有限会社　いわみ調剤中瀬　幸人 平 8. 7. 1 薬局
     薬局 岩美郡岩美町大谷２３７３－５ 常　勤:    1薬局　代表取締役　中 新規 現存
     (薬       1)瀬　幸人 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  236124,013,9 木島調剤薬局 〒680-0701 0858-82-0253有限会社　木島薬局　大野　哲義 平 2. 4. 2 薬局
     八頭郡若桜町若桜３５８－１ 常　勤:    2代表取締役　大野　哲 移動 現存
     (薬       2)義 平29. 4. 2
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  237124,016,2 にしむら薬局郡家店 〒680-0427 0858-72-1230有限会社にしむら薬局西村　知英子 平 3.12. 2 薬局
     八頭郡八頭町奥谷１３５－４ 常　勤:    2　代表取締役　西村　 新規 現存
     (薬       2)知英子 平27.12. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  238124,017,0 ちず薬局 〒689-1402 0858-75-1695草野　俊郎 草野　俊郎 平 5. 6. 1 薬局
     八頭郡智頭町智頭１５３４番地１常　勤:    1 移動 現存
     １ (薬       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  239124,020,4 だいいち薬局 〒689-1402 0858-75-1189有限会社　だいいち薬松尾　圭 平 9. 3.17 薬局
     八頭郡智頭町智頭１８９３－５ 常　勤:    3局　代表取締役　國岡 新規 現存
     (薬       3)　啓二 平30. 3.17
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  240124,021,2 きしだ薬局 〒680-0463 0858-76-0120有限会社きしだ　代表岸田　茂 平13.11. 1 薬局
     八頭郡八頭町宮谷２２１－２ 常　勤:    2取締役　岸田　茂 組織変更 現存
     (薬       2) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  241124,022,0 いわもと薬局 〒680-0473 0858-76-0200岩本　陽子 岩本　陽子 平12.12. 8 薬局
     八頭郡八頭町坂田３５０－７ 常　勤:    3 新規 現存
     (薬       3) 平24.12. 8
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  242124,023,8 イヌイ薬局　郡家中央〒680-0463 0858-72-6650株式会社イヌイ　代表乾　芙美子 平15.12. 6 薬局
     店 八頭郡八頭町宮谷２４８－１ 常　勤:    1取締役　乾　康彦 新規 現存
     (薬       1) 平27.12. 6
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  243124,024,6 アイ・プラス薬局　郡〒680-0452 0858-71-0760有限会社　こやま薬局茗荷　孝幸 平25.10. 1 薬局
     家店 八頭郡八頭町池田２０５－１ 常　勤:    2　代表取締役　下田　 新規 現存
     (薬       2)哲也 平25.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  244144,014,3 家森薬局 〒689-2501 0858-55-0482有限会社家森薬品　代家森　好恵 平 2. 1. 5 薬局
     東伯郡琴浦町赤碕１１４４－４ 常　勤:    1表取締役　家森　俊彦 現存
     (薬       1) 平29. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  245144,015,0 中部薬局赤碕店 〒689-2501 0858-55-2100有限会社　ハラファー原　利一郎 平 9.10. 1 薬局
     東伯郡琴浦町赤碕１８４８－１１常　勤:    2マシー　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       2)原　利一郎 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  246144,016,8 アイ調剤薬局 〒682-0722 0858-35-3877有限会社アイ・メディ石川　悦子 平 3. 6. 1 薬局
     東伯郡湯梨浜町はわい長瀬６８０常　勤:    2コ　代表取締役　石川 新規 現存
     －１５ (薬       2)　悦子 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  247144,019,2 あかさき薬局 〒689-2501 0858-55-1901有限会社あかさき薬局牧野　幸弘 平 5.10.15 薬局
     東伯郡琴浦町赤碕１９８４－８ 常　勤:    1　代表取締役　牧野　 新規 現存
     (薬       1)幸弘 平29.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  248144,021,8 有限会社　ひまわり薬〒689-2205 0858-37-4869有限会社ひまわり薬局加川　教史 平 7.11.15 薬局
     局 東伯郡北栄町瀬戸６４番地８ 常　勤:    2　代表取締役　加川　 移動 現存
     (薬       2)教史 平28.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  249144,023,4 ハワイ調剤薬局 〒682-0722 0858-35-6060有限会社　ハワイ調剤澤　文恵 平 9. 6. 2 薬局
     東伯郡湯梨浜町はわい長瀬６１５常　勤:    1薬局　代表取締役　澤 新規 現存
     番地６ (薬       1)　文恵 平30. 6. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  250144,024,2 まつもと薬局 〒689-2501 0858-55-2032松本　美八子 松本　美八子 平 9.11. 4 薬局
     東伯郡琴浦町赤碕１０９１－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24.11. 4
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  251144,025,9 かみばやし薬局 〒689-2304 0858-53-6021かみばやし薬局有限会上林　照彦 平10. 6. 1 薬局
     東伯郡琴浦町逢束１２１２－１ 常　勤:    2社　代表取締役　上林 新規 現存
     (薬       2)　照彦 平28. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  252144,028,3 アイ調剤薬局北条店 〒689-2102 0858-36-5281有限会社アイ・メディ石川　智宏 平12. 3. 1 薬局
     東伯郡北栄町国坂７２０番地３ 常　勤:    2コ　代表取締役　石川 新規 現存
     (薬       2)　悦子 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  253144,029,1 ひらふく薬局八橋店 〒689-2301 0858-53-6136有限会社　平福薬局　平福　孝 平13. 9. 1 薬局
     東伯郡琴浦町八橋宮ノ前１７０３常　勤:    1代表取締役　平福　孝 新規 現存
     －６ (薬       1) 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  254144,030,9 トマト薬局 〒689-2303 0858-52-1670有限会社　トマト薬局髙力　由美子 平17. 4. 1 薬局
     東伯郡琴浦町徳万１７６番地５ 常　勤:    3　取締役　髙力　由美 新規 現存
     (薬       3)子 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  255144,031,7 田中薬局松崎店 〒689-0714 0858-48-6866田中薬局　有限会社　田中　美由貴 平20. 3.21 薬局
     東伯郡湯梨浜町龍島４８６ 常　勤:    2代表取締役　田中　一 新規 現存
     (薬       2)臣 平26. 3.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  256144,034,1 のぞみ薬局 〒682-0721 0858-47-5077株式会社薬明館　代表山本　成孝 平21.10. 1 薬局
     東伯郡湯梨浜町田後２２３－１ 常　勤:    1取締役　岩月　進 組織変更 現存
     (薬       1) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  257144,035,8 かじか調剤薬局 〒682-0122 0858-43-5050株式会社　エスマイル尾崎　里佳 平27. 6. 1 薬局
     東伯郡三朝町山田６８３－１ 常　勤:    3　代表取締役　中村　 組織変更 現存
     (薬       3)勝洋 平27. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  258144,036,6 ゆり調剤薬局 〒682-0122 0858-27-0805眞木　正規 進　貴志 平28. 6. 1 薬局
     東伯郡三朝町山田６７７－５ 常　勤:    2 組織変更 現存
     (薬       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  259154,006,6 平福調剤薬局 〒689-3114 0858-58-2043有限会社平福薬局　代平福　一惠 平 2. 2. 1 薬局
     西伯郡大山町田中７５８－１０ 常　勤:    1表取締役　平福　孝 新規 現存
     (薬       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  260154,015,7 野の花薬局 〒689-3114 0858-49-3070有限会社野の花薬局　佐古　玲子 平11.12.15 薬局
     西伯郡大山町田中６５１番地１ 常　勤:    1代表取締役　松本　格 組織変更 現存
     (薬       1) 平29.12.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  261154,017,3 なのはな薬局 〒689-4102 0859-68-6600有限会社　なのはな薬三宅　剛博 平14. 1. 1 薬局
     西伯郡伯耆町大原９３０－２ 常　勤:    1局　代表取締役　三宅 新規 現存
     (薬       1)　剛博 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  262154,018,1 おおくに調剤薬局 〒683-0323 0859-39-6250有限会社　さくら　代平井　和也 平14. 1. 1 薬局
     西伯郡南部町倭３９７－２０ 常　勤:    2表取締役　平井　和也 新規 現存
     (薬       2) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  263154,020,7 ヒエズ調剤薬局 〒689-3553 0859-39-3777株式会社　キンタカ　金高　伸季 平14. 7.15 薬局
     西伯郡日吉津村日吉津２２８４－常　勤:    5代表取締役　金高　拓 移動 現存
     １ (薬       5)夫 平26. 7.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  264154,023,1 とみよし調剤薬局 〒689-3553 0859-39-3250有限会社　ｈａｌｖ　石和田　崇 平16. 4. 1 薬局
     西伯郡日吉津村日吉津１４１７番常　勤:    1代表取締役　石和田　 新規 現存
     地１ (薬       1)崇 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  265154,024,9 大山口薬局 〒689-3332 0859-53-1007株式会社　キンタカ　鷲見　直哉 平16. 4.23 薬局
     西伯郡大山町末長２９２－７ 常　勤:    1代表取締役　金高　拓 新規 現存
     (薬       1)夫 平28. 4.23
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  266154,026,4 鬼守調剤薬局 〒689-4201 0859-39-9955有限会社アップル　代由永　尚彦 平11. 3.30 薬局
     西伯郡伯耆町溝口１７３－５ 常　勤:    4表取締役　稲村　治年 新規 現存
     (薬       4) 平29. 3.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［鳥取県］

［平成30年 6月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成30年 6月 4日作成    35 頁

  267154,027,2 フラワー薬局 〒689-4201 0859-39-9188有限会社　金田薬局　金田　賢司 平11. 4. 1 薬局
     西伯郡伯耆町溝口２番地１ 常　勤:    2代表取締役　金田　賢 新規 現存
     (薬       2)司 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  268154,028,0 ナガイ薬局 〒689-4121 0859-68-3938株式会社　ナガイ薬局永井　育子 平18.11. 1 薬局
     西伯郡伯耆町大殿６１８ 常　勤:    2　代表取締役　永井　 組織変更 現存
     (薬       2)勝正 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  269154,029,8 なんぶ薬局 〒683-0322 0859-66-4571株式会社　キンタカ　田中　凡子 平19. 4.21 薬局
     西伯郡南部町阿賀字平塚２０２番常　勤:    1代表取締役　金高　拓 新規 現存
     １ (薬       1)夫 平25. 4.21
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  270154,030,6 イオン薬局日吉津店 〒689-3553 0859-37-0571イオンリテール株式会清水　美奈子 平20.10.17 薬局
     西伯郡日吉津村日吉津１１６０－常　勤:    6社　代表取締役　岡崎 新規 現存
     １ (薬       6)　双一 平26.10.17
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  271154,031,4 うなばら薬局 〒689-3553 0859-21-8705株式会社　キンタカ　門脇　正明 平23. 1.15 薬局
     西伯郡日吉津村日吉津１５８２番常　勤:    1代表取締役　金高　拓 新規 現存
     １ (薬       1)夫 平29. 1.15
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  272154,033,0 ヤマト薬局 〒683-0323 0859-39-6565株式会社ヤマトメディ舛金　尚哉 平25.11. 1 薬局
     西伯郡南部町倭３８１－９ 常　勤:    4コム　代表取締役　仲 組織変更 現存
     (薬       4)田　司朗 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  273154,034,8 いな薬局 〒689-3221 0859-54-6230株式会社キャリＡＨナ中山　育雄 平29. 8. 1 薬局
     西伯郡大山町富長７４９－３ 常　勤:    1ビ　代表取締役　萩原 その他 現存
     (薬       1)　光朗 平29. 8. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  274164,008,0 トミヤ調剤薬局 〒689-4504 0859-72-1717有限会社　トミヤ調剤真壁　寿広 平12.12.20 薬局
     日野郡日野町野田３１７－６ 常　勤:    2薬局　代表取締役　真 新規 現存
     (薬       2)壁　寿広 平24.12.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  275164,009,8 おしどり調剤薬局 〒689-4504 0859-72-6200島田薬品株式会社　代島田　直子 平20. 7. 1 薬局
     日野郡日野町野田３１９番地５ 常　勤:    4表取締役　島田　一郎 新規 現存
     (薬       4) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  276164,010,6 日南薬局 〒689-5211 0859-77-1107株式会社　エスマイル安部　允泰 平22. 4. 1 薬局
     日野郡日南町生山字塚ノ向５０６常　勤:    3　代表取締役　中村　 新規 現存
     －１１ (薬       3)勝洋 平28. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  277164,011,4 江府総合薬局 〒689-4401 0859-75-3818株式会社　フジタ薬局藤田　幸一 平23. 5. 1 薬局
     日野郡江府町江尾１８３５ 常　勤:    1　代表取締役　藤田　 組織変更 現存
     (薬       1)幸一 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


