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    101-4008-1 有限会社和田薬局 〒690-0888 0852-21-3302有限会社和田薬局　代塩田　優子 昭32. 9.14 薬局
     松江市北堀町２０７ 常　勤:    2表取締役　和田　薫 新規 現存
     (薬       2) 平29. 9.14
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-4010-7 川谷薬局 〒690-0052 0852-25-4625川谷薬品株式会社　取川谷　久治 昭32. 9.14 薬局
     松江市竪町６９ 常　勤:    1締役社長　川谷　久治 新規 現存
     (薬       1) 平29. 9.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301-4024-8 有限会社だるま薬局 〒690-0887 0852-21-3648有限会社　だるま薬局吉川　真司 昭47. 2.22 薬局
     松江市殿町７４ 常　勤:    2　代表取締役　吉川　 新規 現存
     (薬       2)真司 平29. 2.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401-4033-9 有限会社藤原薬局松江〒690-0012 0852-22-0709有限会社　藤原薬局　藤原　裕美 昭52. 2.23 薬局
     店 松江市古志原三丁目１－２３ 常　勤:    1代表取締役　藤原　進 新規 現存
     (薬       1) 平28. 2.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501-4040-4 三成薬局 〒690-0041 0852-26-0748三成　佑市 三成　公子 昭54. 1.17 薬局
     松江市幸町８２８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 1.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601-4064-4 調剤薬局ナガトミ 〒690-0887 0852-27-2345有限会社王水堂　代表小椋　邦夫 昭62. 8. 1 薬局
     松江市殿町３８３　山陰中央ビル常　勤:    2取締役　長谷川　真弓 新規 現存
     ５階 (薬       2) 平29. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701-4067-7 有限会社ホテイ薬局 〒690-0015 0852-25-5535有限会社ホテイ薬局　津戸　由紀美 昭63. 2.15 薬局
     松江市上乃木三丁目５番１号 常　勤:    3代表取締役　津戸　富 新規 現存
     (薬       3)太郎 平30. 2.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801-4074-3 千寿堂薬局 〒690-0878 0852-25-4978有限会社　千寿堂　代白石　俊治 平 4. 4. 8 薬局
     松江市砂子町１９６－１ 常　勤:    2表取締役　白石　俊治 新規 現存
     (薬       2) 平28. 4. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901-4077-6 グリーン調剤薬局黒田〒690-0876 0852-28-1193有限会社　まつえファ犬山　政功 平 6. 4. 1 薬局
     店 松江市黒田町９４－３ 常　勤:    4ーマシィー　代表取締 新規 現存
     (薬       4)役　淡路　英広 平30. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
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   1001-4080-0 みるきい調剤薬局 〒690-0052 0852-22-7680有限会社　ミルキーウ瀬崎　陽子 平 7. 3. 1 薬局
     松江市竪町８５ 常　勤:    1ェイ　代表取締役　瀬 新規 現存
     (薬       1)崎　陽子 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101-4081-8 さくら薬局古志原店 〒690-0012 0852-25-2325有限会社　さくら薬局徳島　裕樹 平 7. 4. 1 薬局
     松江市古志原５丁目１４－５５ 常　勤:    2　代表取締役　野津和 新規 現存
     (薬       2)人 平28. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201-4085-9 酒井三十堂薬局 〒690-0843 0852-21-7690酒井　恭子 酒井　恭子 平 8. 2.15 薬局
     松江市末次本町２４ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平29. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301-4087-5 グリーン調剤薬局学園〒690-0825 0852-27-4193有限会社　まつえファ石川　康則 平 8.11.18 薬局
     店 松江市学園２丁目６番７号 常　勤:    8ーマシィー　代表取締 新規 現存
     (薬       8)役　淡路　英広 平29.11.18
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401-4092-5 とまと薬局 〒690-0015 0852-55-4253有限会社　エムズ　代佐藤　俊明 平 9.11.25 薬局
     松江市上乃木７丁目５番９号 常　勤:    2表取締役　諸富　進 新規 現存
     (薬       2) 平27.11.25
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501-4095-8 アイアイ薬局 〒690-0015 0852-55-6131有限会社　ケイアイ　岩谷　正夫 平10. 3. 1 薬局
     松江市上乃木９丁目１９番２３号常　勤:    2代表取締役　岩谷正夫 新規 現存
     (薬       2) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601-4103-0 スマイル薬局 〒690-0056 0852-28-1323有限会社　マーキー　坂根　正 平11. 2. 1 薬局
     松江市雑賀町２５５－１ 常　勤:    2代表取締役　坂根　正 新規 現存
     (薬       2) 平29. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701-4108-9 日本調剤　松江薬局 〒690-0886 0852-20-5101日本調剤　株式会社　福田　哲也 平11.12.15 薬局
     松江市母衣町１２６－３ 常　勤:    5代表取締役　三津原　 新規 現存
     (薬       5)博 平29.12.15
     非常勤:   13
     (薬      13)
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   1801-4113-9 サカモト薬局 〒690-0874 0852-21-3571有限会社　サカモト薬坂本　利文 平12.11. 1 薬局
     松江市中原町１６３ 常　勤:    2局　代表取締役　坂本 組織変更 現存
     (薬       2)　利文 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901-4116-2 グリーン調剤薬局西川〒690-0823 0852-59-3700有限会社　まつえファ宇野　賢太郞 平13. 4. 2 薬局
     津店 松江市西川津町７６６－７ 常　勤:    5ーマシィー　代表取締 新規 現存
     (薬       5)役　淡路　英広 平25. 4. 2
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001-4118-8 有限会社ホテイ薬局山〒690-0031 0852-60-7711有限会社　ホテイ薬局津戸　富太郎 平14. 3.15 薬局
     代店 松江市山代町４８０－３ 常　勤:    3　代表取締役　津戸　 新規 現存
     (薬       3)富太郎 平26. 3.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101-4120-4 ハーブ薬局　本庄店 〒690-1101 0852-34-9800有限会社　ファルテッ森山　猛 平14.12. 2 薬局
     松江市本庄町５３１ 常　勤:    1ク　代表取締役　森山 新規 現存
     (薬       1)　猛 平26.12. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201-4121-2 日星薬局　松江店 〒690-0876 0852-59-5870日星調剤　株式会社　信崎　哲郎 平15. 2. 1 薬局
     松江市黒田町２７－１ 常　勤:    9代表取締役　沖本　浩 新規 現存
     (薬       9)一 平27. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301-4123-8 そうごう薬局北堀店 〒690-0888 0852-60-5031総合メディカル　株式今岡　広輔 平15. 6. 2 薬局
     松江市北堀町１２－３ 常　勤:    1会社　代表取締役　坂 新規 現存
     (薬       1)本　賢治 平27. 6. 2
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401-4124-6 すみれ調剤薬局 〒690-0017 0852-26-4141有限会社　すみれ調剤小畑　幸久 平15. 7. 1 薬局
     松江市西津田１０丁目１７番２０常　勤:    3薬局　代表取締役　田 組織変更 現存
     －２号 (薬       3)中　浩志 平27. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501-4126-1 乃木調剤薬局田和山店〒690-0058 0852-20-7787有限会社　乃木調剤薬手錢　隆 平16. 5. 6 薬局
     松江市田和山町１１１番地 常　勤:    3局　代表取締役　細貝 新規 現存
     (薬       3)　修二 平28. 5. 6
     非常勤:    6
     (薬       6)
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   2601-4128-7 フロンティア薬局　松〒690-0045 0852-60-2762株式会社フロンティア栗岡　康典 平17. 7. 1 薬局
     江店 松江市乃白町１７０番地１ 常　勤:    5　代表取締役　重森　 新規 現存
     (薬       5)裕之 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701-4129-5 有限会社　くすりや調〒690-0025 0852-37-2303有限会社　くすりや　森山　みつ子 平17. 6.16 薬局
     剤薬局 松江市八幡町２８６番地８ 常　勤:    2代表取締役　森山　み 移動 現存
     (薬       2)つ子 平29. 6.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801-4130-3 フラワー薬局　松江店〒690-0044 0852-59-4193株式会社　メディカル山本　真奈 平17. 8. 1 薬局
     松江市浜乃木７丁目９－６８ 常　勤:    4一光　代表取締役　野 新規 現存
     (薬       4)間　誠司 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901-4132-9 りんご薬局 〒690-1312 0852-72-9393有限会社　りんご薬局陶山　千歳 平17.10. 1 薬局
     松江市美保関町森山７６５－２ 常　勤:    1　代表取締役　陶山　 新規 現存
     (薬       1)千歳 平29.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001-4133-7 あすか薬局 〒690-0064 0852-59-2660有限会社　コスモス　神庭　千代 平17.11. 1 薬局
     松江市天神町１５番地ウィステリ常　勤:    2代表取締役　神庭　泰 移動 現存
     ア天神１Ｆ (薬       2)宏 平29.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3101-4134-5 リズム調剤薬局 〒690-0871 0852-25-7708有限会社　乃木調剤薬野々垣　宏隆 平18. 4. 1 薬局
     松江市東奥谷町１４４－１３ 常　勤:    1局　代表取締役　細貝 新規 現存
     (薬       1)　修二 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201-4135-2 あさひ薬局 〒690-0003 0852-20-2512有限会社コスモス　代池尻　達男 平18.11. 1 薬局
     松江市朝日町４７６－７ 常　勤:    3表取締役　神庭　泰宏 新規 現存
     (薬       3) 平24.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3301-4140-2 さくら薬局黒田店 〒690-0876 0852-27-2331有限会社さくら薬局　秦　浩司 平20. 2. 1 薬局
     松江市黒田町４２３－２ 常　勤:    4代表取締役　野津和人 移動 現存
     (薬       4) 平26. 2. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
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   3401-4141-0 末次調剤薬局 〒690-0846 0852-31-6001有限会社　乃木調剤薬田中　稔 平20. 4. 1 薬局
     松江市末次町６０ 常　勤:    1局　代表取締役　細貝 新規 現存
     (薬       1)　修二 平26. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3501-4143-6 ニコニコ薬局 〒690-0011 0852-59-5818日星調剤株式会社　代沖本　和樹 平20. 9. 1 薬局
     松江市東津田町１７６９－５ 常　勤:    4表取締役　沖本　浩一 新規 現存
     (薬       4) 平26. 9. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601-4144-4 スイング　上乃木薬局〒690-0015 0852-59-5511株式会社　エスマイル竹下　和男 平20.10. 1 薬局
     松江市上乃木１丁目２番２１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:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701-4145-1 さくらんぼ薬局　東朝〒690-0001 0852-60-1901株式会社　クローバー服部　友也 平21. 4. 1 薬局
     日町店 松江市東朝日町２１６－５ 常　勤:    1ズ　代表取締役　服部 新規 現存
     (薬       1)　友也 平27. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801-4146-9 比津が丘薬局 〒690-0863 0852-27-7240有限会社　パワーファ花田　博隆 平21. 5. 1 薬局
     松江市比津町４７２－１ 常　勤:    2ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　柏木　悦徳 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3901-4149-3 生泉堂調剤薬局 〒690-0002 0852-20-6507有限会社　生泉堂　代小林　鈴子 平22. 3.23 薬局
     松江市大正町４５５－５ 常　勤:    2表取締役　新宮　瑞夫 移動 現存
     (薬       2) 平28. 3.23
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001-4151-9 グリーン調剤薬局　春〒690-0877 0852-67-1193有限会社　まつえファ團野　友唯 平22. 5.17 薬局
     日店 松江市春日町１９４－５ 常　勤:    2ーマシィ―　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　淡路　英広 平28. 5.17
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   4101-4154-3 西茶町ちどり薬局 〒690-0845 0852-67-1253有限会社　アンビシャ大竹　和久 平22. 7.15 薬局
     松江市西茶町５３ 常　勤:    1ス　代表取締役　畑　 新規 現存
     (薬       1)慎悟 平28. 7.15
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4201-4155-0 ひまわり薬局 〒699-0202 0852-62-2235有限会社　生泉堂　代遠藤　由美子 平22.10. 1 薬局
     松江市玉湯町湯町８２６－１ 常　勤:    1表取締役　新宮　瑞夫 新規 現存
     (薬       1) 平28.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301-4157-6 オール薬局　乃木店 〒690-0046 0852-60-1820マイライフ株式会社　後藤　聡志 平23. 2. 1 薬局
     松江市乃木福富町４１３－２ 常　勤:    3代表取締役　糸賀　誠 新規 現存
     (薬       3) 平29. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401-4158-4 太陽薬局　西川津店 〒690-0823 0852-67-3868株式会社　トラスト　郡山　信宏 平23. 9. 1 薬局
     松江市西川津町１２０４番地 常　勤:    2代表取締役　郡山　信 新規 現存
     (薬       2)宏 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501-4159-2 松江中央薬局 〒690-0851 0852-67-1340有限会社　パワーファ井上　敦介 平23.10. 1 薬局
     松江市堂形町７６１ 常　勤:    1ーマシー　取締役　柏 新規 現存
     (薬       1)木　悦徳 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601-4161-8 あいむ薬局　西津田店〒690-0017 0852-67-5511株式会社　愛夢　代表山元　智香子 平24. 5. 1 薬局
     松江市西津田２丁目１番３７号 常　勤:    1取締役　山元　智香子 新規 現存
     (薬       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4701-4162-6 クオール薬局　松江春〒690-0877 0852-28-1680クオール株式会社　代伊藤　隼人 平24. 7. 1 薬局
     日店 松江市春日町３６５－２ 常　勤:    1表取締役　中村　敬 交代 現存
     (薬       1) 平30. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   4801-4163-4 クオール薬局　南田町〒690-0884 0852-20-6510クオール株式会社　代大町　太一 平24. 7. 1 薬局
     店 松江市南田町１４５－１８ 常　勤:    1表取締役　中村　敬 交代 現存
     (薬       1) 平30. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4901-4164-2 クオール薬局　ポエム〒690-0011 0852-60-6700クオール株式会社　代住川　東子 平24. 7. 1 薬局
     店 松江市東津田町１１９８－６ 常　勤:    1表取締役　中村　敬 交代 現存
     (薬       1) 平30. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001-4166-7 そうごう薬局　島根大〒690-0825 0852-60-0611総合メディカル株式会小寺　美佳 平25. 1. 1 薬局
     学前店 松江市学園２丁目２７番１６号 常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平25. 1. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101-4167-5 さいかまち薬局 〒690-0056 0852-67-5867株式会社ディー・ケー斎藤　大善 平25. 4. 1 薬局
     松江市雑賀町７０－２ 常　勤:    1ファーマシー　代表取 新規 現存
     (薬       1)締役　斎藤　大善 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5201-4168-3 松江調剤薬局 〒690-0058 0852-28-2366株式会社みどり調剤　青山　知子 平25. 4. 1 薬局
     松江市田和山町６１ 常　勤:    1代表取締役　髙倉　秀 組織変更 現存
     (薬       1)彦 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5301-4169-1 母衣町薬局 〒690-0886 0852-55-4747株式会社みどり調剤　水津　知佳子 平25. 4. 1 薬局
     松江市母衣町１９８－４ 常　勤:    1代表取締役　髙倉　秀 組織変更 現存
     (薬       1)彦 平25. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401-4170-9 なの花薬局　松江川津〒690-0822 0852-61-5715株式会社共栄ファーマ仙田　智子 平25. 8. 1 薬局
     店 松江市下東川津町４２－８ 常　勤:    2シー　代表取締役　宇 組織変更 現存
     (薬       2)野　光裕 平25. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5501-4171-7 かわたに薬局 〒690-0883 0852-78-2358川谷　恭典 川谷　恭典 平25.11. 1 薬局
     松江市北田町１３３－８ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平25.11. 1
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   5601-4172-5 そうごう薬局　東出雲〒699-0101 0852-61-1771総合メディカル株式会大嶋　恭史 平26. 5. 1 薬局
     店 松江市東出雲町揖屋１０３４番１常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平26. 5. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5701-4174-1 はくいし薬局 〒699-0402 0852-67-6375株式会社美郷ファーマ槿原　篤 平26. 8. 1 薬局
     松江市宍道町白石１３７－２１ 常　勤:    1シィー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)田代　正昭 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5801-4175-8 フロンティア薬局乃白〒690-0045 0852-60-0760株式会社　フロンティ足立　奈津子 平26. 9. 1 薬局
     店 松江市乃白町２００１番地 常　勤:    2ア　代表取締役　重森 新規 現存
     (薬       2)　裕之 平26. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5901-4176-6 有限会社　乃木調剤薬〒690-0058 0852-25-8550有限会社　乃木調剤薬山田島　智治 平26.10. 2 薬局
     局 松江市田和山町１３７ 常　勤:    1局　代表取締役　細貝 移動 現存
     (薬       1)　修二 平26.10. 2
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6001-4177-4 浜乃木薬局 〒690-0044 0852-25-3003株式会社　みどり調剤勝部　雅章 平26.12. 1 薬局
     松江市浜乃木２丁目７－１３北川常　勤:    2　代表取締役　髙倉　 新規 現存
     ビル１Ｆ (薬       2)秀彦 平26.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6101-4178-2 ひまわり薬局　学園店〒690-0826 0852-61-0561有限会社　生泉堂　代古田川　淳 平27. 4. 1 薬局
     松江市学園南１－１１－１７ 常　勤:    1表取締役　新宮　瑞夫 新規 現存
     (薬       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6201-4179-0 太陽薬局　上乃木店 〒690-0015 0852-67-6031株式会社　トラスト　間瀬田　千香暁 平27. 9. 1 薬局
     松江市上乃木二丁目２９－２ 常　勤:    1代表取締役　郡山　信 新規 現存
     (薬       1)宏 平27. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   6301-4181-6 ウェルネス薬局　春日〒690-0877 0852-20-1556株式会社　ツルハグル松﨑　良太 平27. 8.16 薬局
     店 松江市春日町５－２ 常　勤:    3ープ　ドラッグ＆ファ 交代 現存
     (薬       3)ーマシー西日本　代表 平27. 8.16
     非常勤:    4取締役社長　村上　正
     (薬       4)一
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6401-4182-4 ウェルネス薬局　東津〒690-0011 0852-20-2650株式会社　ツルハグル堀江　洋平 平27. 8.16 薬局
     田店 松江市東津田町１１２５－２ 常　勤:    2ープ　ドラッグ＆ファ 交代 現存
     (薬       2)ーマシー西日本　代表 平27. 8.16
     非常勤:   14取締役社長　村上　正
     (薬      14)一
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6501-4184-0 ウェルネス薬局　古志〒690-0012 0852-20-7720株式会社　ツルハグル豐田　泰弘 平27. 8.16 薬局
     原三丁目店 松江市古志原三丁目１－１０ 常　勤:    1ープ　ドラッグ＆ファ 交代 現存
     (薬       1)ーマシー西日本　代表 平27. 8.16
     非常勤:   14取締役社長　村上　正
     (薬      14)一
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6601-4185-7 ウェルネス調剤薬局　〒690-0017 0852-28-5150株式会社　ツルハグル小笹　歩 平27. 8.16 薬局
     橋南店 松江市西津田７丁目１１－１４ 常　勤:    2ープ　ドラッグ＆ファ 交代 現存
     (薬       2)ーマシー西日本　代表 平27. 8.16
     非常勤:    5取締役社長　村上　正
     (薬       5)一
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6701-4187-3 くれよん薬局 〒690-0015 0852-67-3904有限会社スマイル保健瀧倉　啓仁 平28. 4. 1 薬局
     松江市上乃木４丁目１０番３１号常　勤:    2企画　代表取締役　上 新規 現存
     (薬       2)原　隆 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6801-4188-1 エスマイル薬局東出雲〒699-0101 0852-67-1625株式会社　エスマイル山本　浩二 平28. 5. 1 薬局
     店 松江市東出雲町揖屋１１８０－８常　勤:    2　代表取締役　中村　 新規 現存
     (薬       2)勝洋 平28. 5. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6901-4189-9 クローバー薬局 〒690-0033 0852-67-6958有限会社　中島セイコ中嶋　康雄 平28. 4.27 薬局
     松江市大庭町１８０１－２ 常　勤:    2ー堂　代表取締役　中 新規 現存
     (薬       2)嶋　真理子 平28. 4.27
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   7001-4191-5 ウェルネス薬局　学園〒690-0826 0852-55-8630株式会社ツルハグルー髙野　進也 平28. 4.30 薬局
     南店 松江市学園南２－１１－３８ 常　勤:    2プドラッグ＆ファーマ 移動 現存
     (薬       2)シー西日本　代表取締 平28. 4.30
     非常勤:   12役社長　村上　正一
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7101-4192-3 ひだまり薬局 〒690-0826 0852-61-4189株式会社メディパーク東　明治 平28. 9. 1 薬局
     松江市学園南２－１２－５ＨＯＹ常　勤:    1　代表取締役　東　明 新規 現存
     Ｏパークサイドビル１Ｆ (薬       1)治 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7201-4193-1 木村薬局　宍道東店 〒699-0401 0852-66-9080ヘルスラボ・たくみ　松崎　高明 平29. 4. 1 薬局
     松江市宍道町宍道１４１０番地 常　勤:    1株式会社　代表取締役 交代 現存
     (薬       1)　松崎　高明 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7301-4194-9 ファーマシィ薬局松江〒690-0017 0852-59-5111株式会社ファーマシィ石田　真里南 平29. 4. 1 薬局
     センター 松江市西津田８丁目８－８ 常　勤:    1　代表取締役　武田　 新規 現存
     (薬       1)宏 平29. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7401-4195-6 ウェルネス薬局乃白店〒690-0045 0852-59-5235株式会社ツルハグルー北尾　崇 平29. 4. 1 薬局
     松江市乃白町２０６１番地 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. 4. 1
     非常勤:   12役社長　村上　正一
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7501-4196-4 木村薬局　宍道西店 〒699-0401 0852-66-9088株式会社美郷ファーマ田中　順一 平29. 4. 1 薬局
     松江市宍道町宍道１２９２－１ 常　勤:    1シー　代表取締役　田 交代 現存
     (薬       1)代　正昭 平29. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7601-4197-2 おれんじ薬局 〒690-0015 0852-61-8450合同会社　ハートニン板倉　昌志 平29. 5. 1 薬局
     松江市上乃木九丁目１６４７番３常　勤:    1　代表社員　板倉　昌 新規 現存
     (薬       1)志 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7701-4198-0 大輪町薬局 〒690-0882 0852-22-3142有限会社パワーファー福田　正子 平29. 5. 1 薬局
     松江市大輪町３９２－４４ 常　勤:    1マシー　取締役　柏木 交代 現存
     (薬       1)　悦徳 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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   7801-4199-8 かわつ薬局 〒690-0823 0852-61-8616株式会社　愛花　代表木村　拓哉 平29. 9. 1 薬局
     松江市西川津町４０９８番地 常　勤:    1取締役　木村　拓哉 新規 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7901-4200-4 オリーブ薬局 〒699-0110 0852-61-0114オリーブ薬局株式会社土井　康寛 平29. 9. 1 薬局
     松江市東出雲町錦新町一丁目７番常　勤:    1　代表取締役　土井　 新規 現存
     １７号 (薬       1)康寛 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8001-4201-2 ウェルネス薬局大庭店〒690-0033 0852-60-5685株式会社ツルハグルー池迫　隼人 平29. 9. 1 薬局
     松江市大庭町１８０３－１ 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. 9. 1
     非常勤:   18役社長　村上　正一
     (薬      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8101-4202-0 あだかえ薬局 〒699-0108 0852-61-0522株式会社みどり調剤　髙橋　吉則 平29. 9. 1 薬局
     松江市東出雲町出雲郷１１５番１常　勤:    1代表取締役　高倉　秀 新規 現存
     ７ (薬       1)彦 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8201-4203-8 タカサゴ薬局 〒690-0033 0852-61-2022有限会社高砂漢方薬局中澤　千夏 平29.10. 1 薬局
     松江市大庭町１８０２－３ 常　勤:    2　代表取締役　高田　 新規 現存
     (薬       2)和宏 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8301-4204-6 フリーダム古志薬局　〒690-0017 0852-28-9300株式会社ココカラファ前野　由佳 平30. 4. 1 薬局
     津田店 松江市西津田三丁目６－９ 常　勤:    1インヘルスケア　代表 組織変更 現存
     (薬       1)取締役　塚本　厚志 平30. 4. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8401-4205-3 フリーダム古志薬局　〒690-0017 0852-61-1222株式会社ココカラファ飯塚　和文 平30. 4. 1 薬局
     桧山店 松江市西津田五丁目２２－３３ 常　勤:    1インヘルスケア　代表 組織変更 現存
     (薬       1)取締役　塚本　厚志 平30. 4. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8501-4206-1 フリーダム古志薬局　〒690-0033 0852-59-3616株式会社ココカラファ伊藤　学延 平30. 4. 1 薬局
     大庭店 松江市大庭町１８０５－１ 常　勤:    1インヘルスケア　代表 組織変更 現存
     (薬       1)取締役　塚本　厚志 平30. 4. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
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   8601-4207-9 フリーダム古志薬局　〒690-0012 0852-67-2200株式会社ココカラファ中島　格 平30. 4. 1 薬局
     古志原店 松江市古志原三丁目５－４１ 常　勤:    1インヘルスケア　代表 組織変更 現存
     (薬       1)取締役　塚本　厚志 平30. 4. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8701-4208-7 フリーダム古志薬局　〒690-0262 0852-88-9300株式会社ココカラファ狩野　孝子 平30. 4. 1 薬局
     湖北店 松江市岡本町１０９９－１ 常　勤:    1イインヘルスケア　代 組織変更 現存
     (薬       1)表取締役　塚本　厚志 平30. 4. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8801-4209-5 ウェルネス調剤薬局春〒690-0877 0852-60-9020株式会社ツルハグルー安永　圭志 平30. 4. 1 薬局
     日２号店 松江市春日町１８０－１１ 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30. 4. 1
     非常勤:    4役社長　村上　正一
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8901-4210-3 イオン薬局松江店 〒690-0001 0852-40-2859イオンリテール株式会池田　実希 平30. 5. 1 薬局
     松江市東朝日町１５１　イオン松常　勤:    2社　代表取締役　岡崎 新規 現存
     江店１階 (薬       2)　双一 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9002-4012-1 有限会社なべや本店薬〒692-0011 0854-23-2223有限会社　なべや本店福島　邦子 平 3. 7. 1 薬局
     局 安来市安来町１６８５ 常　勤:    2薬局　代表取締役　福 新規 現存
     (薬       2)島　邦子 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9102-4013-9 なべや薬局神田店 〒692-0011 0854-23-2550有限会社　なべや本店長谷川　満代 平 4. 1. 1 薬局
     安来市安来町７６９－１ 常　勤:    1薬局　代表取締役　福 新規 現存
     (薬       1)島　邦子 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9202-4014-7 有限会社調剤薬局ケイ〒692-0001 0854-28-8800有限会社　調剤薬局ケ嘉儀　良子 平 4. 3.25 薬局
     安来市赤江町１４４７－１ 常　勤:    1イ　代表取締役　嘉儀 新規 現存
     (薬       1)　良子 平28. 3.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9302-4015-4 有限会社調剤薬局ケイ〒692-0022 0854-23-0700有限会社　調剤薬局ケ嘉儀　龍二 平 5. 4. 3 薬局
     十神店 安来市南十神町１４－１ 常　勤:    1イ　代表取締役　嘉儀 新規 現存
     (薬       1)　良子 平29. 4. 3
     非常勤:    1
     (薬       1)
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   9402-4017-0 ラン調剤薬局 〒692-0014 0854-23-1021有限会社　ナカジマ薬中島　幸則 平11. 4. 2 薬局
     安来市飯島町５３０－５ 常　勤:    2局　代表取締役　中島 新規 現存
     (薬       2)　幸則 平29. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9502-4018-8 安来中央薬局 〒692-0015 0854-23-7175有限会社　パワーファ柳原　亜季 平14. 4. 1 薬局
     安来市今津町６７０－３ 常　勤:    2ーマシー　取締役　柏 新規 現存
     (薬       2)木　悦徳 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9602-4020-4 そうごう薬局　安来店〒692-0011 0854-23-7671総合メディカル株式会宮之下　健太郎 平24. 1. 1 薬局
     安来市安来町９３５－４ 常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平30. 1. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9702-4021-2 そうごう薬局　安来社〒692-0011 0854-21-9771総合メディカル株式会正木　研 平29. 5. 1 薬局
     日店 安来市安来町１２７８－５ 常　勤:    2社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       2)　賢治 平29. 5. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9802-4022-0 フリーダムプラス薬局〒692-0404 0854-32-3000株式会社ココカラファ桝田　広志 平30. 4. 1 薬局
     安来市広瀬町広瀬１９５０－１ 常　勤:    1インヘルスケア　代表 組織変更 現存
     (薬       1)取締役　塚本　厚志 平30. 4. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9903-4004-6 石原薬局 〒691-0001 0853-62-2224石原　輝男 石原　輝男 昭63.12. 1 薬局
     出雲市平田町９９１－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10003-4006-1 フラワー薬局平田店 〒691-0002 0853-62-0010有限会社ファーマシー疋野　由美子 平 8. 7. 1 薬局
     出雲市西平田町９２ 常　勤:    3やまだ　代表取締役　 新規 現存
     (薬       3)山田　富子 平29. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10103-4010-3 西平田あおぞら薬局 〒691-0002 0853-62-9800有限会社　アンビシャ高尾　義夫 平15. 8. 1 薬局
     出雲市西平田町２４３番地１ 常　勤:    1ス　代表取締役　畑　 新規 現存
     (薬       1)慎悟 平27. 8. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
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  10203-4011-1 プラタナス薬局 〒691-0001 0853-62-2611持田　安行 持田　安行 平15.10.22 薬局
     出雲市平田町９５３－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平27.10.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10303-4013-7 日本調剤　出雲薬局 〒691-0003 0853-63-7566日本調剤株式会社　代小野　基嗣 平24. 3.12 薬局
     出雲市灘分町５８６番地 常　勤:    4表取締役社長　三津原 新規 現存
     (薬       4)　博 平30. 3.12
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10404-4016-8 まきの薬局 〒693-0051 0853-23-0228槇野　幸夫 槇野　智之 昭54. 2. 7 薬局
     出雲市小山町３５２－７ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平30. 2. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10504-4029-1 かもめ調剤薬局 〒693-0012 0853-25-1193株式会社グッド・ヘル森下　守 平 3.10. 1 薬局
     出雲市大津新崎町６丁目３７ 常　勤:    2ス　代表取締役　森下 新規 現存
     (薬       2)　守 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10604-4031-7 調剤薬局くすりのファ〒693-0004 0853-25-0798有限会社　くすりのフ丸山　耕一 平 3.12.16 薬局
     ミリア 出雲市渡橋町９８６－１ 常　勤:    3ァミリア　代表取締役 新規 現存
     (薬       3)　佐々田　宗義 平27.12.16
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10704-4035-8 カトウ薬局 〒693-0001 0853-21-7115有限会社カトウファー加藤　恵子 平 5.10. 1 薬局
     出雲市今市町３１６－７ 常　勤:    2マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)加藤　仁 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10804-4038-2 フラワー薬局 〒693-0074 0853-25-2878有限会社ファーマシー古山　由郎 平 6. 7. 1 薬局
     出雲市東林木町８４３－１９ 常　勤:    1やまだ　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)山田　富子 平30. 7. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10904-4040-8 有限会社いちご調剤薬〒693-0002 0853-23-3055有限会社いちご調剤薬楫屋　啓子 平 6. 8. 1 薬局
     局北本町支店 出雲市今市町北本町２丁目３－２常　勤:    1局　代表取締役　泉　 新規 現存
     ２ (薬       1)真太郎 平24. 8. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  11004-4044-0 Ｄ・Ｃ・Ｂ薬局医大前〒693-0024 0853-23-2415株式会社　ディー・シ杉原　諒 平 7. 1. 1 薬局
     店 出雲市塩冶神前３丁目８－１７ 常　勤:    1ー・ビー薬局　代表取 新規 現存
     (薬       1)締役　三宅　 子 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11104-4046-5 Ｄ・Ｃ・Ｂ薬局出雲大〒693-0063 0853-23-8904株式会社　ディー・シ大房　恵子 平 7. 5. 1 薬局
     塚店 出雲市大塚町７４９ 常　勤:    1ー・ビー薬局　代表取 新規 休止
     (薬       1)締役　三宅　龍子 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11204-4051-5 みどり薬局塩冶店 〒693-0021 0853-20-2850有限会社　みどり薬局渡部　賢司 平10.11. 2 薬局
     出雲市塩冶町９９１－２ 常　勤:    4　代表取締役　高木　 新規 現存
     (薬       4)勇次 平28.11. 2
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11304-4054-9 薬局かとう 〒693-0051 0853-25-2614有限会社アポテークか加藤　順一 平11. 5. 1 薬局
     出雲市小山町３０９番地２ 常　勤:    2とう　代表取締役　加 移動 現存
     (薬       2)藤　順一 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11404-4055-6 知井宮ふれあい薬局 〒693-0033 0853-21-7123有限会社　イー・シー下里　彰 平11. 5.17 薬局
     出雲市知井宮町９８８番地１０ 常　勤:    1　プラン　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　畑　慎悟 平29. 5.17
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11504-4056-4 出雲薬局 〒693-0068 0853-25-3148内藤　孝志 内藤　孝志 平11. 8. 1 薬局
     出雲市姫原一丁目５番地６ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11604-4059-8 すずらん薬局 〒693-0051 0853-20-7107有限会社　すずらん薬芦矢　亮 平11.10. 1 薬局
     出雲市小山町７９４番地１ 常　勤:    2局　代表取締役　芦矢 新規 現存
     (薬       2)　亮 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11704-4060-6 しまね薬局医大前店 〒693-0024 0853-20-7520株式会社　地域医療支海田　奈緒美 平12. 1. 4 薬局
     出雲市塩冶神前１丁目７番４号 常　勤:    4援センター　代表取締 新規 現存
     (薬       4)役　新井　孝志 平30. 1. 4
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  11804-4061-4 やまだ薬局 〒693-0061 0853-24-0137有限会社ファーマシー山田　珠央 平12. 8. 1 薬局
     出雲市姫原町２９０－５ 常　勤:    2やまだ　代表取締役　 移動 現存
     (薬       2)山田　富子 平24. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11904-4062-2 有限会社いちご調剤薬〒693-0021 0853-22-8915有限会社いちご調剤薬舟木　良彦 平12.11. 6 薬局
     局 出雲市塩冶町字海上１５３４－５常　勤:    1局　代表取締役　泉　 移動 現存
     (薬       1)真太郎 平24.11. 6
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12004-4063-0 かもめ薬局稗原店 〒693-0104 0853-48-1320有限会社　ケイ・エス福田　俊一 平13. 8. 1 薬局
     出雲市稗原町２４８７－１ 常　勤:    2　取締役　福田　貴美 その他 現存
     (薬       2)子 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12104-4066-3 有限会社　あんず薬局〒699-0824 0853-43-7889有限会社　あんず薬局泉　基由 平14.10. 1 薬局
     出雲市西神西町５１８番地６ 常　勤:    1　代表取締役　吉田　 新規 現存
     (薬       1)俊彦 平26.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12204-4067-1 有限会社　つくし薬局〒693-0064 0853-20-0700有限会社　つくし薬局勝部　靖隆 平14.10. 4 薬局
     出雲市里方町８６４番地２ 常　勤:    1　代表取締役　勝部　 新規 現存
     (薬       1)靖隆 平26.10. 4
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12304-4069-7 Ｄ・Ｃ・Ｂ薬局　ラピ〒693-0001 0853-21-5993株式会社　ディー・シ三宅　龍子 平15. 3. 1 薬局
     タ店 出雲市今市町８７ 常　勤:    2ー・ビー薬局　代表取 新規 現存
     (薬       2)締役　三宅　龍子 平27. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12404-4073-9 しまね薬局　渡橋店 〒693-0004 0853-25-2530株式会社　地域医療支春日　秀樹 平17.11. 1 薬局
     出雲市渡橋町１１０４番地 常　勤:    1援センター　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　新井　孝志 平29.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  12504-4074-7 有限会社　いちご調剤〒699-0822 0853-43-2602有限会社　いちご調剤内山　武司 平18. 1. 4 薬局
     薬局神西支店 出雲市神西沖町２２１０－１ 常　勤:    1薬局　代表取締役　泉 新規 現存
     (薬       1)　真太郎 平30. 1. 4
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12604-4075-4 きらら薬局 〒699-0822 0853-43-7234有限会社　なかのオリ足立　由鹿 平18. 2.20 薬局
     出雲市神西沖町字原２０７２番の常　勤:    2ーブ堂　代表取締役　 新規 現存
     １ (薬       2)有藤　益身 平30. 2.20
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12704-4077-0 なかの薬局 〒693-0062 0853-22-7999有限会社なかのオリー西村　喜美子 平18. 5. 6 薬局
     出雲市中野町３８１－２ 常　勤:    4ブ堂　代表取締役　有 移動 現存
     (薬       4)藤　益身 平30. 5. 6
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12804-4078-8 もも薬局 〒699-0821 0853-43-7177有限会社　もも薬局　西村　武也 平18. 6. 1 薬局
     出雲市大島町２１番地４ 常　勤:    4代表取締役　西村　武 新規 現存
     (薬       4)也 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12904-4079-6 新崎薬局 〒693-0012 0853-21-0412株式会社　新崎薬局　井上　悦子 平18. 9. 1 薬局
     出雲市大津新崎町６丁目２番地 常　勤:    1代表取締役　井上　悦 組織変更 現存
     (薬       1)子 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13004-4081-2 ファーマシィ薬局きり〒691-0011 0853-62-5884株式会社ファーマシィ北條　聡志 平19. 3. 1 薬局
     ん 出雲市国富町８３３－１２ 常　勤:    1　代表取締役　武田　 新規 現存
     (薬       1)宏 平25. 3. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13104-4083-8 中の島薬局 〒691-0001 0853-62-0052株式会社　中の島薬局高野　新一 平19. 9. 1 薬局
     出雲市平田町７６０４ 常　勤:    2　代表取締役　高野　 新規 現存
     (薬       2)新一 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13204-4084-6 つくし薬局小山店 〒693-0051 0853-31-7300有限会社つくし薬局　岡﨑　瑞希 平19.10. 2 薬局
     出雲市小山町１１５－１ 常　勤:    2代表取締役　勝部　靖 新規 現存
     (薬       2)隆 平25.10. 2
     非常勤:    4
     (薬       4)
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  13304-4087-9 塩冶神前ふたば薬局 〒693-0024 0853-31-7660有限会社　イー・シー西村　延美子 平20. 3. 1 薬局
     出雲市塩冶神前５丁目１－１２ 常　勤:    1　プラン　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　畑　慎悟 平26. 3. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13404-4088-7 ファーマシィ薬局くに〒693-0001 0853-24-7900株式会社　ファーマシ髙田　浩三 平20. 4. 1 薬局
     びき 出雲市今市町２０７８ 常　勤:    1ィ　代表取締役　武田 新規 現存
     (薬       1)　宏 平26. 4. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13504-4089-5 ファーマシィ薬局まご〒693-0014 0853-20-1104株式会社　ファーマシ松尾　千麻子 平20. 4. 1 薬局
     ころ 出雲市武志町７３３－４ 常　勤:    1ィ　代表取締役　武田 新規 現存
     (薬       1)　宏 平26. 4. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13604-4090-3 ファーマシィ薬局すこ〒693-0021 0853-25-3434株式会社ファーマシィ熊谷　岳文 平20. 4. 1 薬局
     やか 出雲市塩冶町１５３９－６０ 常　勤:    1　代表取締役　武田　 新規 現存
     (薬       1)宏 平26. 4. 1
     非常勤:   24
     (薬      24)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13704-4092-9 株式会社　服部薬局　〒693-0063 0853-24-3664株式会社　服部薬局　田中　順 平20. 5. 1 薬局
     出雲支店 出雲市大塚町７４５番２ 常　勤:    1代表取締役社長　鹿野 移動 現存
     (薬       1)　祐司 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13804-4093-7 はまやま薬局 〒693-0052 0853-24-6301株式会社　エスマイル小川　秀明 平20.10. 1 薬局
     出雲市松寄下町１０９２番地１８常　勤:    3　代表取締役　中村　 組織変更 現存
     (薬       3)勝洋 平26.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13904-4094-5 スイング薬局　高岡店〒693-0066 0853-23-2119株式会社　エスマイル乗本　剛 平20.10. 1 薬局
     出雲市高岡町５４番地 常　勤:    3　代表取締役　中村　 組織変更 現存
     (薬       3)勝洋 平26.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  14004-4095-2 スイング　平田薬局 〒691-0002 0853-63-7711株式会社　エスマイル西中　明子 平20.10. 1 薬局
     出雲市西平田町５０番地 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:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14104-4096-0 ほくよう薬局 〒693-0014 0853-24-3755株式会社　エスマイル古川　直樹 平20.10. 1 薬局
     出雲市武志町８３６番地１０ 常　勤:    3　代表取締役　中村　 組織変更 現存
     (薬       3)勝洋 平26.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14204-4097-8 株式会社ネクストプラ〒699-0711 0853-53-8123株式会社ネクストプラ有賀　健一 平21. 4. 1 薬局
     ンニング　大社だんだ出雲市大社町杵築南字鹿城山１３常　勤:    2ンニング　代表取締役 新規 現存
     ん薬局 ５３－３ (薬       2)　泉　基由 平27. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14304-4098-6 おおつ薬局 〒693-0011 0853-24-7580有限会社　パワーファ曽田　篤志 平21. 5. 1 薬局
     出雲市大津町１７０７－３ 常　勤:    2ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　柏木　悦徳 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14404-4099-4 なの花薬局　平田店 〒691-0001 0853-62-9251株式会社　共栄ファー小倉　明日香 平21. 9. 1 薬局
     出雲市平田町２１６４－４ 常　勤:    2マシー　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       2)宇野　光裕 平27. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14504-4101-8 えんや薬局 〒693-0023 0853-24-7815有限会社　パワーファ本田　美知香 平21.12. 1 薬局
     出雲市塩冶有原町４丁目６３ 常　勤:    1ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　柏木　悦徳 平27.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14604-4103-4 みどり薬局 〒693-0012 0853-23-2244有限会社　みどり薬局井上　直美 平22. 5. 6 薬局
     出雲市大津新崎町２丁目１５番地常　勤:    6　代表取締役　高木　 移動 現存
     (薬       6)勇次 平28. 5. 6
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  14704-4104-2 平安堂薬局　渡橋店 〒693-0004 0853-27-9770株式会社　平安堂　代西村　茂樹 平22. 6. 1 薬局
     出雲市渡橋町３３４－１ 常　勤:    3表取締役　石部　厚夫 新規 現存
     (薬       3) 平28. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14804-4105-9 ひかり薬局 〒691-0061 0853-25-7713株式会社　ゆうしん　山本　洋平 平22.10. 1 薬局
     出雲市多久町８８５－２２ 常　勤:    2代表取締役　江種　俊 新規 現存
     (薬       2)文 平28.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14904-4106-7 ほんまち薬局 〒693-0001 0853-23-6400有限会社　パラオ薬局直良　健司 平23. 4. 1 薬局
     出雲市今市町５３２ 常　勤:    1　代表取締役　直良　 新規 現存
     (薬       1)健司 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15004-4107-5 日星薬局　古志店 〒693-0031 0853-25-7505日星調剤株式会社　代杉原　良洋 平23.11. 1 薬局
     出雲市古志町１１０７－１ 常　勤:    2表取締役　沖本　浩一 新規 現存
     (薬       2) 平29.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15104-4109-1 ファーマシィ薬局花の〒693-0032 0853-24-7715株式会社　ファーマシ福永　瑞季 平24. 9. 1 薬局
     さと 出雲市下古志町１１２５－３ 常　勤:    1ィ　代表取締役　武田 新規 現存
     (薬       1)　宏 平24. 9. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15204-4110-9 ながはま薬局 〒693-0041 0853-27-9839合同会社　いずもファ山本　英 平24.10. 1 薬局
     出雲市西園町３３２番地３ 常　勤:    1ーマ　代表社員　山本 新規 現存
     (薬       1)　英 平24.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15304-4111-7 ファーマシィ薬局出雲〒693-0068 0853-24-9910株式会社ファーマシィ寳大寺　淳 平25. 3. 1 薬局
     中央 出雲市姫原４丁目１０－２ 常　勤:    3　代表取締役　武田　 新規 現存
     (薬       3)宏 平25. 3. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  15404-4112-5 桜ヶ丘薬局 〒693-0011 0853-25-7651株式会社美郷ファーマ矢野　教仁 平25. 7. 1 薬局
     出雲市大津町３６５６‐６ 常　勤:    1シー　代表取締役　田 新規 現存
     (薬       1)代　正昭 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15504-4113-3 もも薬局　出雲インタ〒699-0822 0853-43-8033有限会社もも薬局　代古川　和弘 平25. 9. 1 薬局
     ー店 出雲市神西沖町１４５５－９ 常　勤:    2表取締役　西村　武也 新規 現存
     (薬       2) 平25. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15604-4114-1 まめな薬局 〒693-0011 0853-25-8033有限会社　いちご調剤原　貫二 平26. 5. 1 薬局
     出雲市大津町１１０１－４ 常　勤:    1薬局　代表取締役　泉 新規 現存
     (薬       1)　真太郎 平26. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15704-4115-8 天神中央薬局 〒693-0023 0853-25-8145有限会社　イー・シー西尾　美沙子 平26.12. 1 薬局
     出雲市塩冶有原町６丁目４５番２常　勤:    1プラン　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)畑　慎悟 平26.12. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15804-4116-6 日星薬局　斐川店 〒699-0624 0853-73-8077日星調剤株式会社　代景山　州 平27. 2.13 薬局
     出雲市斐川町上直江１４２１－１常　勤:    7表取締役　沖本　浩一 移動 現存
     ３ (薬       7) 平27. 2.13
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15904-4117-4 ウェルネス薬局　塩冶〒693-0023 0853-24-8220株式会社　ツルハグル中山　大輔 平27. 8.16 薬局
     店 出雲市塩冶有原町５－１１ 常　勤:    3ープ　ドラッグ＆ファ 交代 現存
     (薬       3)ーマシー西日本　代表 平27. 8.16
     非常勤:   15取締役社長　村上　正
     (薬      15)一
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16004-4118-2 ウェルネス薬局　出雲〒693-0008 0853-20-1877株式会社　ツルハグル道畑　和成 平27. 8.16 薬局
     駅南店 出雲市駅南町３丁目１３－１ 常　勤:    1ープ　ドラッグ＆ファ 交代 現存
     (薬       1)ーマシー西日本　代表 平27. 8.16
     非常勤:    8取締役社長　村上　正
     (薬       8)一
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  16104-4119-0 ウェルネス薬局　大塚〒693-0063 0853-20-1811株式会社　ツルハグル藤井　慎吾 平27. 8.16 薬局
     店 出雲市大塚町７５０－１ 常　勤:    3ープ　ドラッグ＆ファ 交代 現存
     (薬       3)ーマシー西日本　代表 平27. 8.16
     非常勤:    9取締役社長　村上　正
     (薬       9)一
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16204-4120-8 ウェルネス薬局　白枝〒693-0006 0853-20-1660株式会社　ツルハグル田中　俊功 平27. 8.16 薬局
     店 出雲市白枝町５５１－１ 常　勤:    2ープ　ドラッグ＆ファ 交代 現存
     (薬       2)ーマシー西日本　代表 平27. 8.16
     非常勤:    7取締役社長　村上　正
     (薬       7)一
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16304-4121-6 大社まちかど薬局 〒699-0722 0853-25-9155有限会社　イー・シー飯島　祥子 平27.10. 1 薬局
     出雲市大社町北荒木４８５番地２常　勤:    1プラン　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)畑　慎悟 平27.10. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16404-4122-4 出雲サン・メディカル〒693-0021 0853-21-9331合同会社　西喜　代表吉國　清美 平27.11. 1 薬局
     薬局 出雲市塩冶町７７１－２ 常　勤:    1社員　吉國　清美 交代 現存
     (薬       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16504-4123-2 みどり薬局　南店 〒693-0021 0853-25-9011有限会社　みどり薬局高木　勇次 平27.11. 1 薬局
     出雲市塩冶町１０８０－１ 常　勤:    2　代表取締役　高木　 新規 現存
     (薬       2)勇次 平27.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16604-4124-0 あさくら薬局 〒693-0068 0853-25-9166合同会社いずもファー三原　大詩 平28. 1. 1 薬局
     出雲市姫原３丁目４－７ 常　勤:    1マ　代表社員　山本　 新規 現存
     (薬       1)英 平28. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16704-4125-7 ファーマシィ薬局神前〒693-0024 0853-24-8866株式会社ファーマシィ赤沼　雄介 平28. 5. 1 薬局
     出雲市塩冶神前２丁目１番２５号常　勤:    1　代表取締役　武田　 新規 現存
     (薬       1)宏 平28. 5. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  16804-4126-5 イオン薬局イオンスタ〒693-0004 0853-24-8227イオンリテール株式会菅谷　武至 平28. 4.28 薬局
     イル出雲 出雲市渡橋町１０６６　イオンス常　勤:    4社　代表取締役　岡崎 新規 現存
     タイル出雲１Ｆ (薬       4)　双一 平28. 4.28
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16904-4127-3 とも薬局渡橋店 〒693-0004 0853-27-9305有限会社もも薬局　西山下　之秀 平29. 9. 1 薬局
     出雲市渡橋町３８０－１ 常　勤:    1村　武也 新規 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17004-4128-1 ウェルネス薬局出雲駅〒693-0007 0853-24-9621株式会社ツルハグルー佐藤　駿 平29. 9. 1 薬局
     北店 出雲市駅北町１番 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. 9. 1
     非常勤:    2役社長　村上　正一
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17104-4129-9 ファーマシィ薬局新川〒699-0631 0853-73-8500株式会社ファーマシィ桑田　祥 平29.11. 1 薬局
     出雲市斐川町直江３９６５－２ 常　勤:    1　代表取締役　武田　 新規 現存
     (薬       1)宏 平29.11. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17204-4130-7 日本調剤　島大薬局 〒693-0021 0853-24-9811日本調剤株式会社　代金田　昌之 平30. 3. 1 薬局
     出雲市塩冶町８９－１ 常　勤:    4表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       4) 平30. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17305-4014-0 しまね薬局大田店 〒694-0063 0854-84-9919株式会社　地域医療支山崎　昭仁 平13. 9.10 薬局
     大田市大田町吉永字柳ヶ坪１５６常　勤:    3援センター　代表取締 新規 現存
     ４－３ (薬       3)役　新井　孝志 平25. 9.10
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17405-4016-5 フロンティア薬局　大〒694-0063 0854-84-9550株式会社　フロンティ岸　供子 平14. 1. 1 薬局
     田店 大田市大田町吉永１５６２－２ 常　勤:    2ア　代表取締役　重森 新規 現存
     (薬       2)　裕之 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  17505-4020-7 久手薬局 〒694-0052 0854-82-0775株式会社　折井　代表折井　浩 平19. 6. 1 薬局
     大田市久手町刺鹿２７３１番地２常　勤:    2取締役　折井　浩 新規 現存
     (薬       2) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17605-4021-5 スイング　大田薬局 〒694-0064 0854-84-0666株式会社　エスマイル倉本　大輔 平20.10. 1 薬局
     大田市大田町大田イ２０２番地９常　勤:    4　代表取締役　中村　 組織変更 現存
     (薬       4)勝洋 平26.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17705-4024-9 ファーマシィ薬局さか〒699-2301 0854-88-9150株式会社　ファーマシ森脇　純吉 平22. 4. 1 薬局
     え 大田市仁摩町仁万５６２－１ 常　勤:    1ィ　代表取締役　武田 新規 現存
     (薬       1)　宏 平28. 4. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17805-4026-4 なるたき薬局 〒694-0064 0854-83-7377株式会社　山縣屋　代山口　知己 平22.11. 1 薬局
     大田市大田町大田ロ１０３１－６常　勤:    2表取締役　大石　浩文 新規 現存
     (薬       2) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17905-4027-2 やまびこ薬局 〒694-0064 0854-82-6550株式会社　山縣屋　代内部　慎也 平24. 4. 1 薬局
     大田市大田町大田イ４７－１ 常　勤:    1表取締役　大石　浩文 組織変更 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18005-4028-0 山崎薬局 〒694-0064 0854-82-0132株式会社　エスマイル三浦　裕之 平24. 7. 1 薬局
     大田市大田町大田ロ９２８ 常　勤:    3　代表取締役　中村　 交代 現存
     (薬       3)勝洋 平30. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18105-4029-8 大田いちご調剤薬局 〒699-2211 0854-85-9015株式会社　ネクストプ柿丸　和輝 平24. 8. 1 薬局
     大田市波根町２１２６－５ 常　勤:    3ランニング　代表取締 組織変更 現存
     (薬       3)役　泉　基由 平24. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  18205-4030-6 なの花薬局　石見長久〒694-0041 0854-82-7555株式会社共栄ファーマ松田　明祝 平25. 8. 1 薬局
     店 大田市長久町長久ロ２２５－６ 常　勤:    4シー　代表取締役　宇 組織変更 現存
     (薬       4)野　光裕 平25. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18305-4032-2 にま調剤薬局 〒699-2301 0854-88-4512有限会社タビラ薬品　田平　卓也 平25.10.15 薬局
     大田市仁摩町仁万８６０ 常　勤:    2代表取締役　田平　卓 移動 現存
     (薬       2)也 平25.10.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18405-4033-0 メディ・くり薬局 〒694-0024 0854-83-7526めでぃ薬局　株式会社山中　さやか 平26. 2. 1 薬局
     大田市久利町久利７６７番地１ 常　勤:    1　代表取締役　山中　 新規 現存
     (薬       1)さやか 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18505-4034-8 なの花薬局　石見大田〒694-0064 0854-83-7307株式会社　共栄ファー土屋　雄太 平26.11. 4 薬局
     店 大田市大田町大田ロ１１８６－８常　勤:    4マシー　代表取締役　 移動 現存
     (薬       4)宇野　光裕 平26.11. 4
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18605-4035-5 ウェルネス薬局　大田〒694-0041 0854-84-0360株式会社　ツルハグル竹本　淳一 平27. 8.16 薬局
     店 大田市長久町長久ロ２６４－１３常　勤:    2ープ　ドラッグ＆ファ 交代 現存
     (薬       2)ーマシー西日本　代表 平27. 8.16
     非常勤:    6取締役社長　村上　正
     (薬       6)一
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18705-4036-3 とびうお薬局 〒694-0064 0854-83-7447株式会社ハーブＭＤ　芦澤　常行 平30. 5. 1 薬局
     大田市大田町大田ロ１１８１番地常　勤:    1代表取締役　三木　直 新規 現存
     １９ (薬       1)樹 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18806-4011-4 株式会社山藤薬局　江〒695-0016 0855-54-0370株式会社　山藤薬局　清水　康裕 平10. 4. 1 薬局
     津支店 江津市嘉久志町２３０６番地の３常　勤:    2代表取締役　山藤　法 組織変更 現存
     ０ゆめタウン江津１階 (薬       2)子 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18906-4017-1 順天堂薬局サンデーズ〒695-0016 0855-54-0592株式会社　ジュンテン成田　研一 平13. 6. 1 薬局
     江津店 江津市嘉久志町２４２５－１９ 常　勤:    1ドー　代表取締役　飯 その他 休止
     (薬       1)塚　正 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  19006-4019-7 くすりのファミリア江〒695-0016 0855-54-1052有限会社　くすりのフ森田　良一 平15. 4. 1 薬局
     津薬局 江津市嘉久志町イ１４９４－５ 常　勤:    2ァミリア　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　佐々田　宗義 平27. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19106-4023-9 日本調剤江津薬局 〒695-0011 0855-52-6255日本調剤株式会社　代髙祖　和晃 平18. 6. 1 薬局
     江津市江津町１０１６番地４１ 常　勤:    3表取締役　三津原　博 移動 現存
     (薬       3) 平30. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19206-4025-4 星高調剤薬局 〒695-0001 0855-52-1800株式会社　エスマイル石川　将成 平20.10. 1 薬局
     江津市渡津町７９０番地 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:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19306-4027-0 江の川薬局 〒695-0011 0855-54-0160株式会社　江の川薬局藤原　正憲 平21. 4. 1 薬局
     江津市江津町１０１６番地４１ 常　勤:    1　代表取締役　江種　 新規 現存
     (薬       1)俊文 平27. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19406-4028-8 とまと薬局　敬川店 〒699-3162 0855-54-3050有限会社　とまと薬局前川　博 平22. 9. 1 薬局
     江津市敬川町２９２－２ 常　勤:    2　代表取締役　伊奈　 新規 現存
     (薬       2)克也 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19506-4029-6 株式会社山藤薬局　浅〒695-0002 0855-57-0889株式会社　山藤薬局　井坂　豪 平23. 6. 1 薬局
     利支店 江津市浅利町２０９－３ 常　勤:    1代表取締役　山藤　法 新規 現存
     (薬       1)子 平29. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19606-4030-4 はあと薬局 〒699-2841 0855-55-0333合同会社　アユジック花田　もと子 平23.11. 1 薬局
     江津市後地町８２５番地１ 常　勤:    2　代表社員　下谷　徳 新規 現存
     (薬       2)好 平29.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  19706-4032-0 ウエーブ江津調剤薬局〒695-0011 0855-54-0138株式会社　アクシス　﨑間　典子 平24.10. 1 薬局
     江津市江津町１１４０‐５ 常　勤:    2代表取締役　芳野　直 組織変更 現存
     (薬       2)人 平24.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19806-4034-6 株式会社　山藤薬局　〒695-0016 0855-52-7381株式会社　山藤薬局　白神　尚 平27. 9. 1 薬局
     和木支店 江津市嘉久志町２４２５番地４７常　勤:    1代表取締役　山藤　法 新規 現存
     先 (薬       1)子 平27. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19906-4035-3 ウエーブ健康堂薬局 〒695-0016 0855-52-5388株式会社　アクシス　島　宏也 平28. 4. 1 薬局
     江津市嘉久志町２３０６－２７ 常　勤:    3代表取締役　芳野　直 交代 現存
     (薬       3)人 平28. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20006-4036-1 パール薬局　江津店 〒695-0021 0855-52-7699有限会社リガール　代西明　英司 平28. 9. 1 薬局
     江津市都野津町２３７９－１ 常　勤:    2表取締役　松本　一郎 新規 現存
     (薬       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20106-4038-7 たまがわ薬局 〒699-4221 0855-92-1212株式会社ＡＭＩＨ　代岩﨑　広明 平30. 4. 1 薬局
     江津市桜江町市山２７９－１５ 常　勤:    1表取締役　岩﨑　吾翔 組織変更 現存
     (薬       1)夢 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20206-4039-5 つのづ薬局 〒695-0021 0855-52-7777合同会社　江の川　代白川　憲和 平30. 4. 1 薬局
     江津市都野津町２３６３－１２ 常　勤:    1表社員　白川　憲和 組織変更 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20307-4021-1 有限会社俵大正堂薬局〒697-0034 0855-23-1618有限会社俵大正堂薬局俵　治雄 昭60. 6. 1 薬局
     浜田市相生町３９７１－１ 常　勤:    1　代表取締役　俵　治 新規 現存
     (薬       1)雄 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20407-4036-9 とまと薬局 〒697-0052 0855-24-1227有限会社　とまと薬局永田　博幸 平12. 4. 1 薬局
     浜田市港町２４３－７ 常　勤:    1　代表取締役　伊奈克 組織変更 現存
     (薬       1)也 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  20507-4038-5 かさがら調剤薬局 〒697-0061 0855-24-3399有限会社　かなぎ薬局前田　文明 平12.11. 1 薬局
     浜田市笠柄町６１ 常　勤:    3　代表取締役　佐々木 新規 現存
     (薬       3)　喜慶 平24.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20607-4039-3 浜田調剤薬局 〒697-0027 0855-23-0502有限会社　ラブラ　代朝倉　誠 平13. 3. 1 薬局
     浜田市殿町１７－１７ 常　勤:    1表取締役　伊奈　克也 新規 現存
     (薬       1) 平25. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20707-4040-1 順天堂薬局サンデーズ〒697-0026 0855-25-1285株式会社　ジュンテン光井　須美子 平14. 1.15 薬局
     浜田店 浜田市田町１１６番地６ 常　勤:    1ドー　代表取締役　飯 新規 現存
     (薬       1)塚　正 平26. 1.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20807-4042-7 とまと薬局　殿町店 〒697-0027 0855-24-0933有限会社　とまと薬局伊藤　弘泰 平14. 9. 1 薬局
     浜田市殿町７－７ 常　勤:    1　代表取締役　伊奈　 新規 現存
     (薬       1)克也 平26. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20907-4043-5 株式会社山藤薬局　浜〒697-0032 0855-25-0119株式会社　山藤薬局　友澤　憲人 平15. 1. 1 薬局
     田支店 浜田市牛市町５３番地 常　勤:    1代表取締役　山藤　法 新規 現存
     (薬       1)子 平27. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21007-4044-3 みかわ調剤薬局 〒697-1331 0855-24-7533株式会社フクオカ・ク江本　雄作 平15. 1. 1 薬局
     浜田市内村町７７２番地２ 常　勤:    1リニカル・ファーマシ その他 現存
     (薬       1)ー　代表取締役　髙崎 平27. 1. 1
     非常勤:    2　政弘
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21107-4045-0 ウェーブ中央薬局 〒697-0027 0855-24-3232有限会社　ホライズン永野　優 平15. 3. 1 薬局
     浜田市殿町８３－２１３ 常　勤:    1　代表取締役　築地　 組織変更 現存
     (薬       1)純義 平27. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  21207-4046-8 くまさん薬局 〒697-0033 0855-25-0137有限会社　エンドウ　遠藤　久宜 平15. 3. 1 薬局
     浜田市朝日町１４－１ 常　勤:    1代表取締役　遠藤　か 新規 現存
     (薬       1)ず子 平27. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21307-4050-0 さんさん薬局 〒697-0052 0855-24-1661有限会社　髙村　代表加藤　雅教 平16. 4. 1 薬局
     浜田市港町２９４－３２ 常　勤:    3取締役　髙村　洋 新規 現存
     (薬       3) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21407-4051-8 遠藤薬局 〒697-0024 0855-22-7740有限会社　エンドウ　遠藤　かず子 平16.11. 1 薬局
     浜田市黒川町９７－１０昭和ビル常　勤:    1代表取締役　遠藤　か 移動 現存
     １階 (薬       1)ず子 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21507-4052-6 あつた薬局 〒697-0062 0855-24-7722株式会社　山縣屋　代田中　朋広 平16.12. 1 薬局
     浜田市熱田町１４６３－２ 常　勤:    2表取締役　大石　浩文 新規 現存
     (薬       2) 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21607-4054-2 有限会社みはし薬局 〒697-0034 0855-22-5384有限会社　みはし薬局田中　眞由美 平17. 3.15 薬局
     浜田市相生町３９４６ 常　勤:    1　代表取締役　田中　 新規 現存
     (薬       1)眞由美 平29. 3.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21707-4056-7 長沢ゆい薬局 〒697-0023 0855-25-1010株式会社　ゆうしん　竹下　功一 平17.10. 1 薬局
     浜田市長沢町３１５４－２ 常　勤:    1代表取締役　江種　俊 新規 現存
     (薬       1)文 平29.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21807-4058-3 えびす薬局 〒697-0044 0855-22-3333有限会社　みはし薬局中嶋　崇行 平18. 8. 1 薬局
     浜田市蛭子町２２－１ 常　勤:    1　代表取締役　田中　 組織変更 現存
     (薬       1)眞由美 平24. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  21907-4060-9 ヒルズ薬局　三隅店 〒699-3211 0855-32-3611有限会社ヒルズ　代表岡本　正克 平18. 9.19 薬局
     浜田市三隅町三隅１３３９番地 常　勤:    1取締役　岡本　正克 新規 現存
     (薬       1) 平24. 9.19
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22007-4061-7 ひよこ薬局 〒697-0062 0855-24-7872株式会社ウィッシング下野　智 平19. 2. 1 薬局
     浜田市熱田町５４１－１ 常　勤:    1ウェルネス　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　下野　智 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22107-4062-5 株式会社山藤薬局黒川〒697-0024 0855-25-0725株式会社　山藤薬局　安養寺　孝之 平19. 9. 1 薬局
     支店 浜田市黒川町２１０番地 常　勤:    1代表取締役　山藤　法 新規 現存
     (薬       1)子 平25. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22207-4063-3 タカサキ薬局　周布店〒697-1326 0855-24-7715株式会社フクオカ・ク酒井　秀樹 平19.11. 1 薬局
     浜田市治和町イ１１１－５ 常　勤:    2リニカル・ファーマシ 移動 現存
     (薬       2)ー　代表取締役　髙崎 平25.11. 1
     非常勤:    2　政弘
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22307-4064-1 三隅薬局 〒699-3211 0855-32-1577株式会社　山縣屋　代大石　泰文 平19.11. 1 薬局
     浜田市三隅町三隅１３１４－６ 常　勤:    1表取締役　大石　浩文 新規 現存
     (薬       1) 平25.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22407-4065-8 有限会社みはし薬局　〒697-0041 0855-25-8860有限会社みはし薬局　湯浅　晴文 平20. 1.15 薬局
     片庭店 浜田市片庭町５１－４ 常　勤:    1代表取締役　田中　眞 新規 現存
     (薬       1)由美 平26. 1.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22507-4068-2 とまと薬局長沢店 〒697-0023 0855-22-2257有限会社とまと薬局　永野　健太郎 平20. 9. 1 薬局
     浜田市長沢町５５０－１６ 常　勤:    2代表取締役　伊奈　克 新規 現存
     (薬       2)也 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22607-4069-0 株式会社　あすなろ薬〒697-0006 0855-28-3331株式会社　あすなろ薬松原　久美子 平21. 8. 1 薬局
     局 浜田市下府町９４－２ 常　勤:    4局　代表取締役　松原 組織変更 現存
     (薬       4)　久美子 平27. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
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  22707-4070-8 ファーマシィ薬局浜田〒697-0022 0855-25-0715株式会社　ファーマシ大棚　貴史 平21. 8. 1 薬局
     駅北 浜田市浅井町８６７－３ 常　勤:    1ィ　代表取締役　武田 新規 現存
     (薬       1)　宏 平27. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22807-4074-0 くすりのファミリア浜〒697-0022 0855-22-1516有限会社　くすりのフ德田　安子 平21.11. 2 薬局
     田駅薬局 浜田市浅井町７７７－１　浜田駅常　勤:    2ァミリア　代表取締役 新規 現存
     ２階 (薬       2)　佐々田　宗義 平27.11. 2
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22907-4077-3 くすりのファミリア殿〒697-0027 0855-23-5404有限会社　くすりのフ宇田山　学 平23. 4. 1 薬局
     町薬局 浜田市殿町７９番３８ 常　勤:    2ァミリア　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　佐々田　宗義 平29. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23007-4078-1 ウエーブいわみ薬局 〒697-0022 0855-24-1150株式会社　アクシス　神田　康嗣 平24.10. 1 薬局
     浜田市浅井町８７８‐９ 常　勤:    4代表取締役　芳野　直 組織変更 現存
     (薬       4)人 平24.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23107-4079-9 ウエーブたまち薬局 〒697-0026 0855-22-2228株式会社　アクシス　佐々木　真由美 平24.10. 1 薬局
     浜田市田町５２‐７ 常　勤:    1代表取締役　芳野　直 組織変更 現存
     (薬       1)人 平24.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23207-4080-7 ウエーブシティパルク〒697-0034 0855-28-7250株式会社　アクシス　西野　努 平24.10. 1 薬局
     薬局 浜田市相生町１３９１‐８シティ常　勤:    1代表取締役　芳野　直 組織変更 現存
     パルク内１Ｆ (薬       1)人 平24.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23307-4081-5 俵薬局本店 〒697-0044 0855-22-0106俵　榮久 俵　榮久 平26. 4. 2 薬局
     浜田市蛭子町３９ 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平26. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  23407-4082-3 三隅さんさん薬局 〒699-3211 0855-32-4501有限会社　髙村　代表村田　和子 平26. 5. 7 薬局
     浜田市三隅町三隅３８７－５ 常　勤:    3取締役　髙村　洋 移動 現存
     (薬       3) 平26. 5. 7
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23507-4083-1 シーズ薬局　高田町店〒697-0054 0855-23-6717有限会社　メディカル佐々木　喜慶 平26.10. 6 薬局
     浜田市高田町６７番４ 常　勤:    1・シーズ・コーポレー 移動 現存
     (薬       1)ション　代表取締役　 平26.10. 6
     非常勤:    3佐々木　喜慶
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23607-4084-9 とまと薬局　こくふ店〒697-0003 0855-25-5710有限会社　ラブラ　代伊奈　克也 平28. 2. 1 薬局
     浜田市国分町１９８１－３４８ 常　勤:    2表取締役　伊奈　克也 新規 現存
     (薬       2) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23708-4017-7 能美恵壽堂薬局 〒698-0041 0856-22-4380有限会社能美薬品　代能美　敦 昭59. 7. 2 薬局
     益田市高津５丁目３０－１７ 常　勤:    1表取締役　能美　敦 新規 現存
     (薬       1) 平29. 7. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23808-4021-9 調剤薬局タギ 〒699-5132 0856-25-1925有限会社調剤薬局田儀向井　恭行 平 2.12. 1 薬局
     益田市横田町４３３－４ 常　勤:    2　代表取締役　田儀　 新規 現存
     (薬       2)政司 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23908-4026-8 大谷仁成堂薬局あけぼ〒698-0026 0856-22-0051有限会社　仁成堂　代大谷　芳子 平 4. 9. 1 薬局
     の店 益田市あけぼの本町１０－４ 常　勤:    1表取締役　大谷　嘉孝 新規 現存
     (薬       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24008-4027-6 調剤薬局津田 〒699-3671 0856-27-1945株式会社　山縣屋　代若槻　勝 平 4.11. 2 薬局
     益田市津田町１２６８－１０ 常　勤:    2表取締役　大石　浩文 新規 現存
     (薬       2) 平28.11. 2
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24108-4030-0 大谷仁成堂薬局乙吉店〒698-0003 0856-24-2377有限会社　仁成堂　代大谷　嘉孝 平 5. 5. 1 薬局
     益田市乙吉町イ３２２－１０ 常　勤:    4表取締役　大谷　嘉孝 新規 現存
     (薬       4) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  24208-4032-6 能美薬局 〒698-0041 0856-22-0802有限会社能美薬品　代能美　久美子 平 6. 4.15 薬局
     益田市高津２丁目１番２３号 常　勤:    1表取締役　能美　敦 新規 現存
     (薬       1) 平30. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24308-4035-9 晴快堂漢方薬局 〒698-0003 0856-23-5194澄川　紀明 澄川　紀明 平 7. 9. 1 薬局
     益田市乙吉町イ３３５－８ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24408-4039-1 野村大盛堂薬局 〒698-0004 0856-24-2509野村　千尋 野村　千尋 平 9. 5. 1 薬局
     益田市東町１８－３３ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24508-4042-5 高津オオバ薬局 〒698-0041 0856-31-0418有限会社オオバ　代表山根　佐智枝 平 9. 6. 2 薬局
     益田市高津一丁目９番２号 常　勤:    3取締役　大庭　信行 新規 現存
     (薬       3) 平30. 6. 2
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24608-4044-1 有限会社松本薬局 〒698-0016 0856-23-3367有限会社　松本薬局　高村　洋 平 9.11.17 薬局
     益田市土井町２番２２号 常　勤:    2取締役　髙村　洋 新規 現存
     (薬       2) 平24.11.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24708-4045-8 有限会社天津薬局 〒698-0003 0856-24-2515有限会社　天津薬局　天津　恵子 平10. 7. 1 薬局
     益田市乙吉町イ３３６－３ 常　勤:    2代表取締役　天津　恵 組織変更 現存
     (薬       2)子 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24808-4046-6 調剤薬局オオバ 〒698-0043 0856-23-0020有限会社　オオバ　代大庭　隆弘 平10. 8. 1 薬局
     益田市中島町イ３６－１ 常　勤:    5表取締役　大庭　信行 移動 現存
     (薬       5) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24908-4050-8 有限会社　甲佐薬局大〒698-0036 0856-22-2936有限会社　甲佐薬局　齋藤　康文 平11. 5.24 薬局
     和通店 益田市須子町１０番２８号 常　勤:    1代表取締役　齋藤康文 新規 現存
     (薬       1) 平29. 5.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25008-4052-4 有限会社ベニヤ薬局 〒698-0005 0856-22-0037有限会社　ベニヤ薬局豊田　由美子 平11. 6. 1 薬局
     益田市本町１－５８ 常　勤:    1　代表取締役　中村　 新規 現存
     (薬       1)由紀子 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  25108-4053-2 有限会社ベニヤ薬局東〒698-0004 0856-24-1372有限会社　ベニヤ薬局中村　由紀子 平11. 6. 1 薬局
     町店 益田市東町１０－６ 常　勤:    2　代表取締役　中村　 新規 現存
     (薬       2)由紀子 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25208-4055-7 コタロー薬局 〒698-0001 0856-31-1116有限会社ジュンメディ益田　潔 平12. 3. 1 薬局
     益田市久城町９１９番地２ 常　勤:    1カル　代表取締役　益 組織変更 現存
     (薬       1)田　潔 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25308-4058-1 漢方益田薬局 〒698-0026 0856-23-3001有限会社　益田薬局　片野　紀男 平12.10. 2 薬局
     益田市あけぼの本町９－２ 常　勤:    3代表取締役　片野　紀 移動 現存
     (薬       3)男 平24.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25408-4059-9 みずほ薬局 〒698-0002 0856-31-2500株式会社　プロッグ　佐々本　朋之 平13. 3.15 薬局
     益田市下本郷町１７８－２ 常　勤:    1代表取締役　大山　治 新規 現存
     (薬       1) 平25. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25508-4060-7 なかのしま薬局 〒698-0043 0856-24-2820株式会社　ソウケン　大石　桂子 平13. 7. 1 薬局
     益田市中島町イ３７０－８ 常　勤:    1代表取締役　久保　元 新規 現存
     (薬       1)伸 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25608-4061-5 永戸薬局本店 〒699-5132 0856-25-2022有限会社　永戸　代表永戸　愛子 平14. 7. 1 薬局
     益田市横田町２３４ 常　勤:    1取締役　永戸　充 組織変更 現存
     (薬       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25708-4066-4 順天堂薬局サンデーズ〒698-0002 0856-31-1700株式会社　ジュンテン大賀　香 平15.10. 1 薬局
     下本郷店 益田市下本郷町２０７番地 常　勤:    1ドー　代表取締役　飯 組織変更 現存
     (薬       1)塚　正 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25808-4067-2 あけぼの調剤薬局 〒698-0025 0856-31-0195株式会社　山縣屋　代安永　健二 平15.11. 1 薬局
     益田市あけぼの西町１５番８号 常　勤:    1表取締役　大石　浩文 新規 現存
     (薬       1) 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25908-4069-8 きりん薬局 〒698-0027 0856-23-2183有限会社　林薬品　代林　裕子 平17. 4. 1 薬局
     益田市あけぼの東町４番４ 常　勤:    2表取締役　林　茂樹 移動 現存
     (薬       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26008-4070-6 あおい薬局 〒698-0003 0856-31-1951有限会社　水野　取締水野　慶一 平17.12. 1 薬局
     益田市乙吉町イ８９番地１０　日常　勤:    2役　水野　慶一 新規 現存
     興ビル１階 (薬       2) 平29.12. 1
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  26108-4071-4 益田薬局　緑ヶ丘店 〒698-0041 0856-24-1541有限会社　益田薬局　 野　武俊 平18. 2. 1 薬局
     益田市高津町６丁目２３－２１ 常　勤:    2代表取締役　 野　紀 新規 現存
     (薬       2)男 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26208-4075-5 大谷仁成堂薬局高津店〒698-0041 0856-23-1771有限会社　仁成堂　代大谷　賢吾 平19. 2.15 薬局
     益田市高津８丁目５－３ 常　勤:    1表取締役　大谷　嘉孝 新規 現存
     (薬       1) 平25. 2.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26308-4076-3 順天堂薬局サンデーズ〒698-0024 0856-31-1320株式会社　ジュンテン三浦　真一郎 平19. 3.15 薬局
     益田駅前店 益田市駅前町１７番１イーガビル常　勤:    1ドー　代表取締役　飯 新規 現存
     １階 (薬       1)塚　正 平25. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26408-4077-1 調剤薬局タギ高津店 〒698-0041 0856-31-1327有限会社調剤薬局田儀今　律人 平19. 9. 7 薬局
     益田市高津六丁目１４番３０号 常　勤:    1　代表取締役　田儀政 新規 現存
     (薬       1)司 平25. 9. 7
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26508-4081-3 オール薬局　益田店 〒698-0027 0856-22-3820マイライフ株式会社　原田　政治 平22.12. 1 薬局
     益田市あけぼの東町１－７ 常　勤:    5代表取締役　糸賀　誠 新規 現存
     (薬       5) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26608-4082-1 有限会社めぐみ薬局 〒699-5132 0856-31-5060有限会社めぐみ薬局　大庭　洋恵 平23. 7. 4 薬局
     益田市横田町２５３３番地１ 常　勤:    2代表取締役　大庭　洋 移動 現存
     (薬       2)恵 平29. 7. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26708-4083-9 大谷仁成堂薬局松ヶ丘〒698-0041 0856-24-2376有限会社　仁成堂　代大谷　聡子 平24. 4. 2 薬局
     店 益田市高津町４丁目２４－８ 常　勤:    1表取締役　大谷　嘉孝 移動 現存
     (薬       1) 平30. 4. 2
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26808-4084-7 株式会社なのはな薬局〒698-0024 0856-31-0229株式会社なのはな薬局山野　茂樹 平24.12. 1 薬局
     益田市駅前町３３番１４号 常　勤:    1　代表取締役　山野　 組織変更 現存
     (薬       1)茂樹 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26908-4085-4 調剤薬局サンズ 〒698-0046 0856-25-7858株式会社ソウケン　代久保　元伸 平25. 5. 1 薬局
     益田市かもしま東町９番地７ 常　勤:    1表取締役　久保　元伸 新規 現存
     (薬       1) 平25. 5. 1
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  27008-4086-2 エスマイル薬局　益田〒698-0043 0856-25-7792株式会社エスマイル　平川　慎二 平25. 9. 1 薬局
     店 益田市中島町ロ６０５番１ 常　勤:    1代表取締役　中村　勝 新規 現存
     (薬       1)洋 平25. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27108-4088-8 ウォンツ薬局　益田日〒698-0003 0856-31-4126株式会社　ツルハグル松尾　健司 平28. 1.18 薬局
     赤病院前店 益田市乙吉町イ１０２－１ 常　勤:    2ープ　ドラッグ＆ファ 移動 現存
     (薬       2)ーマシー西日本　代表 平28. 1.18
     非常勤:    6取締役社長　村上　正
     (薬       6)一
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27208-4089-6 ファーマシィ薬局益田〒698-0003 0856-31-1270株式会社ファーマシィ山根　孝太 平29. 6. 1 薬局
     センター 益田市乙吉町イ１０３－１ 常　勤:    4　代表取締役　武田　 新規 現存
     (薬       4)宏 平29. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27308-4091-2 みと薬局 〒698-0203 0856-52-3885美郷振興株式会社　代松久　素子 平30. 2. 5 薬局
     益田市美都町都茂１８１３－４ 常　勤:    1表取締役　土居　哲也 移動 現存
     (薬       1) 平30. 2. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27411-4003-1 有限会社サンアイ薬局〒690-1404 0852-76-3431有限会社サンアイ薬局門脇　康枝 昭59. 7.16 薬局
     松江市八束町波入６０８－９ 常　勤:    2　代表取締役　門脇　 新規 現存
     (薬       2)康枝 平29. 7.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27511-4010-6 すみれ調剤薬局八雲店〒690-2101 0852-54-9191有限会社　すみれ調剤田中　浩志 平15. 7. 1 薬局
     松江市八雲町日吉１９４－１４ 常　勤:    2薬局　代表取締役　田 組織変更 現存
     (薬       2)中　浩志 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27611-4011-4 有限会社さくら薬局東〒699-0110 0852-27-2338有限会社　さくら薬局三島　拓 平16. 6.21 薬局
     出雲店 松江市東出雲町錦新町二丁目２－常　勤:    2　代表取締役　野津和 新規 現存
     ２ (薬       2)人 平28. 6.21
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27712-4010-4 有限会社　さいとう薬〒692-0404 0854-32-2628有限会社　さいとう薬内田　浩子 平10.12. 1 薬局
     局 安来市広瀬町広瀬１４６４番地１常　勤:    2局　代表取締役　斎藤 組織変更 現存
     (薬       2)　俊和 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  27812-4011-2 エフエムエル広瀬調剤〒692-0404 0854-32-9503株式会社　福山臨床検土生　裕子 平11. 3. 1 薬局
     薬局 安来市広瀬町広瀬１９２２－１ 常　勤:    4査センター　代表取締 新規 現存
     (薬       4)役　近本　陽一 平29. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27912-4012-0 古山薬局 〒692-0404 0854-32-2720有限会社　古山薬局　古山　和美 平13. 3. 1 薬局
     安来市広瀬町広瀬８６２番地 常　勤:    1代表取締役　古山　和 組織変更 現存
     (薬       1)美 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28013-4003-7 小林薬局本店 〒699-1832 0854-52-1039有限会社　小林薬局　小林　和子 平 7.12. 1 薬局
     仁多郡奥出雲町横田９４６－２ 常　勤:    1代表取締役　小林　和 新規 現存
     (薬       1)子 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28113-4004-5 みなり薬局 〒699-1511 0854-54-9087有限会社　フジ　代表小林　正治 平14. 3. 1 薬局
     仁多郡奥出雲町三成１６２２番地常　勤:    3取締役　小林　正治 新規 現存
     ３ (薬       3) 平26. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28213-4006-0 小林薬局古市店 〒699-1822 0854-52-9620有限会社　小林薬局　宇津野　充裕 平15. 9. 1 薬局
     仁多郡奥出雲町下横田４２１－１常　勤:    2代表取締役　小林　和 新規 現存
     １ (薬       2)子 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28313-4007-8 小林薬局　藤ヶ瀬店 〒699-1832 0854-52-9115有限会社　小林薬局　箱田　喜美 平20. 4. 1 薬局
     仁多郡奥出雲町横田１１９３番地常　勤:    1代表取締役　小林　和 新規 現存
     ３２ (薬       1)子 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28413-4008-6 共栄薬局 〒699-1832 0854-52-9300有限会社　小林薬局　原田　誠二 平22. 8. 1 薬局
     仁多郡奥出雲町横田１０４９－１常　勤:    2代表取締役　小林　和 新規 現存
     (薬       2)子 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28514-4001-9 有限會社藤原薬局 〒699-1332 0854-42-0046有限会社　藤原薬局　藤原　久子 昭32.10.10 薬局
     雲南市木次町木次４１番地１ 常　勤:    1取締役社長　藤原　進 新規 現存
     (薬       1) 平29.10.10
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  28614-4005-0 有限会社大東駅前薬局〒699-1221 0854-43-9067有限会社　大東駅前薬武田　妙子 平10. 3. 2 薬局
     雲南市大東町飯田４０番地２ 常　勤:    6局　代表取締役　武田 新規 現存
     (薬       6)妙子 平28. 3. 2
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28714-4009-2 エイト薬局 〒699-1221 0854-43-2731ティーエムファーマシ筒井　哲雄 平20. 4. 1 薬局
     雲南市大東町飯田９２－７ 常　勤:    1ー株式会社　代表取締 組織変更 現存
     (薬       1)役　筒井　哲雄 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28814-4010-0 おおぎ調剤薬局 〒699-1251 0854-43-8005ティーエムファーマシ筒井　基博 平20. 4. 1 薬局
     雲南市大東町大東２４１５－８ 常　勤:    3ー株式会社　代表取締 組織変更 現存
     (薬       3)役　筒井　哲雄 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28914-4012-6 あんず薬局 〒690-2404 0854-45-0255有限会社　パワーファ岡野　哲典 平21. 7. 1 薬局
     雲南市三刀屋町三刀屋１２１２－常　勤:    3ーマシー　代表取締役 新規 現存
     ５９ (薬       3)　柏木　悦徳 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29014-4013-4 きすき薬局 〒699-1332 0854-42-8331株式会社　平安堂　代渡部　美由紀 平22. 8. 1 薬局
     雲南市木次町木次２７８ 常　勤:    2表取締役　石部　厚夫 新規 現存
     (薬       2) 平28. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29114-4014-2 かけや薬局 〒690-2701 0854-62-0817有限会社　直方メディ中山　裕美 平23. 4. 1 薬局
     雲南市掛合町掛合１３１２－１ 常　勤:    1カルサービス　代表取 新規 現存
     (薬       1)締役　水口　敏生 平29. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29214-4015-9 大耀堂薬局 〒690-2403 0854-45-5700株式会社　大耀堂　取上西　大介 平24. 6. 1 薬局
     雲南市三刀屋町下熊谷１６２５番常　勤:    1締役　上西　大介 新規 現存
     地２ (薬       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29314-4016-7 トリム薬局 〒699-1106 0854-49-8811有限会社　トリム薬局黒田　昌樹 平28. 5.30 薬局
     雲南市加茂町加茂中１３２１－６常　勤:    1　代表取締役　黒田　 移動 現存
     (薬       1)章夫 平28. 5.30
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29414-4017-5 さくら薬局 〒699-1221 0854-43-6890株式会社　筒井　代表筒井　幸雄 平30. 3.22 薬局
     雲南市大東町飯田１１７－７ 常　勤:    4取締役　筒井　幸雄 移動 現存
     (薬       4) 平30. 3.22
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  29514-4018-3 有限会社　大東駅前薬〒699-1221 0854-43-9067有限会社　大東駅前薬武田　妙子 平30. 3.19 薬局
     局 雲南市飯田１０２－５ 常　勤:    6局　代表取締役　武田 移動 現存
     (薬       6)　妙子 平30. 3.19
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29615-4005-7 三刀屋中央薬局 〒690-2404 0854-45-0123有限会社　パワーファ岩野　宏治 平16.11. 1 薬局
     雲南市三刀屋町三刀屋１２９４－常　勤:    3ーマシー　取締役　柏 新規 現存
     １３ (薬       3)木　悦徳 平28.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29715-4006-5 こぶし薬局 〒690-3207 0854-72-0281有限会社　直方メディ井上　敦礼 平21. 4. 1 薬局
     飯石郡飯南町頓原２０５７－４ 常　勤:    3カルサービス　代表取 新規 現存
     (薬       3)締役　水口　敏生 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29815-4007-3 あじさい薬局 〒690-3401 0854-76-3721有限会社　直方メディ稲田　澄枝 平21. 4. 1 薬局
     飯石郡飯南町野萱７０６－１ 常　勤:    1カルサービス　代表取 新規 現存
     (薬       1)締役　水口　敏生 平27. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29916-4013-9 山崎薬局 〒699-0624 0853-72-6567山崎　美都江 山崎　美都江 平 6. 8. 1 薬局
     出雲市斐川町上直江１５８５の５常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30016-4019-6 ファーマシィ薬局ひか〒699-0631 0853-73-7744株式会社　ファーマシ金　泰文（金谷泰文）平18. 3. 1 薬局
     わ 出雲市斐川町直江４８９７－３ 常　勤:    1ィ　代表取締役　武田 新規 現存
     (薬       1)　宏 平30. 3. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30116-4020-4 荘原中央薬局 〒699-0502 0853-73-7779有限会社　イー・シー西田　通也 平18. 4. 1 薬局
     出雲市斐川町荘原２１９２番３ 常　勤:    1・プラン　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　畑　慎悟 平30. 4. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  30216-4021-2 なおえ駅前薬局 〒699-0624 0853-73-3232株式会社　エスマイル古居　順 平20.10. 1 薬局
     出雲市斐川町上直江９８２－１ 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:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30316-4022-0 あいむ薬局　神立店 〒699-0615 0852-67-5511株式会社　愛夢　代表植田　健 平24. 9.18 薬局
     出雲市斐川町併川字神立７０５‐常　勤:    1取締役　山元　智香子 新規 現存
     １ (薬       1) 平24. 9.18
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30416-4024-6 平安堂薬局　ラピタ大〒699-0711 0853-25-8210株式会社平安堂　代表石部　厚夫 平25. 4. 1 薬局
     社店 出雲市大社町杵築南９９６ 常　勤:    1取締役　石部　厚夫 新規 現存
     (薬       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30516-4025-3 堀江薬局本店艸楽 〒699-0711 0853-53-2226有限会社堀江薬局　代堀江　昭佳 平25. 6. 1 薬局
     出雲市大社町杵築南１３７０－２常　勤:    1表取締役　堀江　昭佳 新規 現存
     (薬       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30617-4008-7 株式会社山藤薬局　井〒699-2507 0855-66-0313株式会社山藤薬局　代野﨑　貴志 平25. 4. 1 薬局
     田支店 大田市温泉津町井田ロ２４８番２常　勤:    1表取締役　山藤　法子 新規 現存
     (薬       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30718-4005-1 川本おりづる薬局 〒696-0001 0855-72-0152有限会社　紀美薬局　近藤　和也 平10. 8.17 薬局
     邑智郡川本町大字川本３８４－７常　勤:    1代表取締役　吉野　一 新規 現存
     (薬       1)宏 平28. 8.17
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30818-4007-7 エスマイル薬局邑南店〒696-0102 0855-95-3522株式会社　エスマイル都田　圭介 平20. 4. 1 薬局
     邑智郡邑南町中野３８４６－１０常　勤:    5　代表取締役　中村　 新規 現存
     (薬       5)勝洋 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  30918-4008-5 だいわ薬局 〒696-0704 0855-82-2550美郷振興株式会社　代藤田　祐輔 平23.11. 1 薬局
     邑智郡美郷町都賀本郷１６３ 常　勤:    1表取締役　土居　哲也 新規 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31018-4009-3 かわもと薬局 〒696-0001 0855-72-0910株式会社美郷ファーマ髙村　斉 平29.10. 1 薬局
     邑智郡川本町川本５２５－２ 常　勤:    1シー　代表取締役　田 組織変更 現存
     (薬       1)代　正昭 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31119-4003-4 有限会社かなぎ薬局 〒697-0123 0855-42-3550有限会社　かなぎ薬局井廻　貴 平11. 1.18 薬局
     浜田市金城町七条ハ４０５－８ 常　勤:    3　代表取締役　佐々木 新規 現存
     (薬       3)　喜慶 平29. 1.18
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31219-4005-9 旭おりづる薬局 〒697-0426 0855-45-8123有限会社メディカル宏秋田　潤 平17. 8. 1 薬局
     浜田市旭町丸原１３９番地８ 常　勤:    1成　代表取締役　吉野 新規 現存
     (薬       1)　一宏 平29. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31319-4006-7 くすりのファミリアみ〒697-0631 0855-85-1070有限会社　くすりのフ水口　久美子 平20. 6. 1 薬局
     ずほ薬局 邑智郡邑南町市木２１５３－１ 常　勤:    2ァミリア　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　佐々田　宗義 平26. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31419-4007-5 みさと薬局 〒699-4621 0855-74-6161美郷振興株式会社　代橋本　優子 平23. 7. 1 薬局
     邑智郡美郷町粕渕９２－１３みさ常　勤:    1表取締役　土居　哲也 新規 現存
     と市内 (薬       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31519-4009-1 弥栄中央薬局 〒697-1122 0855-48-5333株式会社　弥栄　代表増田　浩之 平24. 2. 1 薬局
     浜田市弥栄町木都賀イ５３０－３常　勤:    1取締役　増田　浩之 組織変更 現存
     (薬       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31621-4008-9 有限会社望月薬局 〒699-5605 0856-72-0045有限会社　望月薬局　望月　安見子 昭49.11. 1 薬局
     鹿足郡津和野町後田口の３４１番常　勤:    2代表取締役　望月　泰 新規 現存
     地 (薬       2)子 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  31721-4010-5 日星薬局 〒699-5207 0856-74-0330日星調剤株式会社　代細坂　康孝 平 7. 1. 1 薬局
     鹿足郡津和野町枕瀬１８９－７ 常　勤:    1表取締役　沖本　浩一 新規 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31821-4011-3 柿木つくし薬局 〒699-5301 0856-79-2491有限会社　ミウラ　代三浦　謙二 平 7. 4. 1 薬局
     鹿足郡吉賀町柿木村柿木６５１－常　勤:    1表取締役　三浦　謙二 新規 現存
     ５ (薬       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31921-4012-1 有限会社三五舎薬局 〒699-5604 0856-72-4035有限会社　三五舎薬局望月　靖 平 8. 4. 1 薬局
     鹿足郡津和野町森村ロ７０番地 常　勤:    2　代表取締役　望月　 新規 現存
     (薬       2)靖 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32021-4013-9 ホワイト薬局 〒699-5513 0856-77-3060有限会社　ホワイト薬草尾　正治 平10. 4. 1 薬局
     鹿足郡吉賀町六日市７９３番地２常　勤:    3局　代表取締役　草尾 新規 現存
     (薬       3)　正治 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32121-4014-7 あやめ薬局 〒699-5513 0856-77-3073株式会社　エスマイル河村　隆之 平15. 4. 1 薬局
     鹿足郡吉賀町六日市３７８番地５常　勤:    3　代表取締役　中村　 新規 現存
     (薬       3)勝洋 平27. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32221-4016-2 てるてる薬局 〒699-5605 0827-32-8811株式会社　薬明館　代安渡　雅記 平16. 9.15 薬局
     鹿足郡津和野町後田ロ３９３－１常　勤:    2表取締役　岩月　進 新規 現存
     　ＮＴＴビル１Ｆ (薬       2) 平28. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32321-4017-0 すみれ薬局 〒699-5301 0856-79-8123株式会社イーグレット飯田　好昭 平26. 4. 1 薬局
     鹿足郡吉賀町柿木村柿木３１０番常　勤:    1　代表取締役　飯田　 新規 現存
     地１ (薬       1)好昭 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32421-4018-8 さくら薬局 〒699-5613 0856-72-4066株式会社　山縣屋　代山下　輝樹 平26. 8. 1 薬局
     鹿足郡津和野町鷲原イ２０８番地常　勤:    1表取締役　大石　浩文 新規 現存
     １ (薬       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32522-4007-9 有限会社　ピア中央薬〒685-0014 08512-2-2721有限会社　ピア中央薬提　忠美 平19. 9.10 薬局
     局 隠岐郡隠岐の島町西町八尾の一、常　勤:    2局　代表取締役　堤　 移動 現存
     １番地１ (薬       2)小百合 平25. 9.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  32622-4011-1 スイング　島前薬局 〒684-0303 08514-7-9001株式会社　エスマイル藤田　収 平21. 5. 1 薬局
     隠岐郡西ノ島町大字美田２０６８常　勤:    2　代表取締役　中村　 新規 現存
     －２ (薬       2)勝洋 平27. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32722-4012-9 スイング　おき薬局 〒685-0016 08512-3-0080株式会社　エスマイル宇野　勝徳 平24. 7. 2 薬局
     隠岐郡隠岐の島町城北町３５５番常　勤:    7　代表取締役　中村　 移動 現存
     地の３ (薬       7)勝洋 平30. 7. 2
     非常勤:   30
     (薬      30)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


