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    1010,088,6 山之内薬局 〒700-0825 086-222-2861山内　義昭 山内　義昭 昭34. 9. 1 薬局
     岡山市北区田町２－４－６ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2010,147,0 小松原薬局 〒700-0932 086-233-2545小松原　昌子 小松原　昌子 昭51. 4. 1 薬局
     岡山市北区奥田本町２４－１６ 常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3010,175,1 平井薬局 〒703-8282 086-276-0661丸岡　稔幸 上原　保子 昭54.12. 1他   薬局
     岡山市中区平井４－２３－２３ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平27.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4010,191,8 ケンコウ薬局 〒700-0013 086-252-5293青山　直子 青山　直子 昭56. 5.28 薬局
     岡山市北区伊福町３丁目３１－２常　勤:    1 現存
     ２ (薬       1) 平29. 5.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5010,197,5 モシモシ薬局　本店 〒703-8203 086-275-5031石田　知子 梅原　このみ 昭57. 5. 1 薬局
     岡山市中区国府市場国長８０－１常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平30. 5. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6010,200,7 シライシ薬局 〒701-0142 086-253-5575矢鍋　一恵 矢鍋　一恵 昭58. 2. 1 薬局
     岡山市北区白石西新町８－１１１常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7010,211,4 竹内薬局 〒700-0818 086-232-0061竹内　基雄 竹内　基雄 昭60. 4.19 薬局
     岡山市北区蕃山町１－１ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平30. 4.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8010,217,1 藤波薬局 〒700-0822 086-222-8449藤波　雄次郎 藤波　雄次郎 昭60. 9.21 薬局
     岡山市北区表町２丁目３－４９ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平24. 9.21
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9010,222,1 船越薬局 〒700-0986 086-241-3588船越　肇 船越　肇 昭61. 7. 1 薬局
     岡山市北区新屋敷町１－１０－２常　勤:    1 現存
     ０ (薬       1) 平28. 7. 1
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   10010,248,6 操南薬局 〒702-8004 086-277-0862清水　秋子 清水　圭子 平 5.11. 1 薬局
     岡山市中区江並７７－５ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11010,253,6 シライシ薬局　一宮店〒701-1213 086-284-8673矢鍋　一恵 森　小夜子 平 6. 7. 1 薬局
     岡山市北区西辛川４８８－１０ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平30. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12010,267,6 Ｅ薬局　学南店 〒700-0011 086-256-6255梅原　このみ 三浦　雅子 平 9. 7. 1 薬局
     岡山市北区学南町２丁目４－５０常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13010,285,8 第一薬局 〒700-0816 086-222-8223三宅　慶一 三宅　慶一 平16. 1. 1他   薬局
     岡山市北区富田町２－１２－２１常　勤:    2 交代 現存
     (薬       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14010,295,7 東山薬局 〒703-8281 086-271-0338片尾　裕美 片尾　裕美 平18. 1. 1 薬局
     岡山市中区東山２－２－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15010,296,5 中祥薬局 〒701-1352 086-905-0535濵本　泰博 濵本　泰博 平18. 6. 1 薬局
     岡山市北区小山２４２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16010,298,1 大西薬局　清心店 〒700-0027 086-256-0800大西　義章 大西　義章 平19. 7. 1 薬局
     岡山市北区清心町１７－２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17010,300,5 つぼい薬局 〒701-1612 086-299-0244坪井　聡一郎 坪井　聡一郎 平20. 3. 1 薬局
     岡山市北区西山内８５番地 常　勤:    2 移転 現存
     (薬       2) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18010,301,3 渡辺薬局 〒700-0904 086-222-8661渡辺　大輔 渡辺　大輔 平21. 1.14他   薬局
     岡山市北区柳町２－６－２７ 常　勤:    2 交代 現存
     (薬       2) 平27. 1.14
     非常勤:    1
     (薬       1)
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   19010,302,1 なかよし薬局 〒701-1143 086-294-3955中山　智津子 中山　智津子 平23. 3. 1 薬局
     岡山市北区吉宗４２８－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20010,304,7 後藤薬局 〒701-1221 086-284-5101後藤　晃一 後藤　晃一 平23. 6. 1 薬局
     岡山市北区芳賀５１１２－１１２常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21010,305,4 ハラオジマ薬局 〒703-8235 086-271-1101八木　克治 八木　克治 平23.12. 1 薬局
     岡山市中区原尾島１－１４－１６常　勤:    2 交代 現存
     (薬       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   22010,308,8 あさひ薬局 〒703-8232 086-279-6454竹原　公子 竹原　公子 平24. 6.11 薬局
     岡山市中区関１５１－１３ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平30. 6.11
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   23010,311,2 常國薬局豊成店 〒700-0942 086-264-6776常國　紘平 常國　紘平 平26. 1. 1 薬局
     岡山市南区豊成３－２０－３７ 常　勤:    3 交代 現存
     (薬       3) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   24010,313,8 Ｅ薬局　東店 〒703-8217 086-206-4668梅原　このみ 松原　慎 平26. 5. 1他   薬局
     岡山市中区土田８０３－５ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平26. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   25010,314,6 トマト薬局奉還町店 〒700-0026 086-252-8077株式会社　トマト　代寺澤　幸恵 平26. 8. 1 薬局
     岡山市北区奉還町一丁目７－７オ常　勤:    7表取締役　菊田　基 新規 現存
     ルガビル内 (薬       7) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   26010,316,1 Ｅ薬局辰巳店 〒700-0976 086-259-1481梅原　このみ 福田　麻衣子 平27. 8. 1 薬局
     岡山市北区辰巳１８番１０９ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平27. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   27011,003,4 株式会社　岡田薬局 〒700-0906 086-223-3220株式会社岡田薬局　代岡田　美佐子 昭32.11. 1 薬局
     岡山市北区大学町２－１６ 常　勤:    1表取締役　岡田　浩二 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   28011,017,4 加宝堂薬局 〒700-0831 086-224-4147加宝堂薬品株式会社　加藤　寿美恵 昭36. 3. 1 薬局
     岡山市北区京橋町８－５ 常　勤:    3代表取締役　加藤　圭 現存
     (薬       3)一郎 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29011,018,2 有限会社　赤松薬局 〒703-8297 086-272-0605有限会社赤松薬局　代赤松　節子 昭36. 1. 1 薬局
     岡山市中区東中島町３－１ 常　勤:    2表取締役　赤松　昌夫 現存
     (薬       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   30011,025,7 福神トシモリ薬局 〒700-0861 086-222-3414株式会社トシモリ薬局歳森　三千代 昭37.12. 1 薬局
     岡山市北区清輝橋２－２－１０ 常　勤:    4　代表取締役　歳森　 現存
     (薬       4)文男 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   31011,042,2 （有）門田屋敷　赤松〒703-8275 086-272-7116有限会社　門田屋敷赤佐藤　牧子 昭49. 6. 1 薬局
     薬局 岡山市中区門田屋敷２－２－４ 常　勤:    3松薬局　代表取締役　 現存
     (薬       3)佐藤　牧子 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   32011,050,5 カンサイ薬局 〒700-0802 086-223-8206関西薬品（株）　代表竹内　克成 昭50. 1. 1 薬局
     岡山市北区三野２－２－１ 常　勤:    1取締役　竹内　克成 現存
     (薬       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   33011,082,8 渡辺薬局 〒700-0813 086-222-9151渡辺薬品株式会社　代渡辺　和英 昭56. 1. 1 薬局
     岡山市北区石関町１番１号 常　勤:    2表取締役　渡辺　和英 現存
     (薬       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   34011,088,5 みなと薬局 〒703-8266 086-276-0462（株）岡山調剤薬局　竹内　英雄 昭56. 8. 1 薬局
     岡山市中区湊３７７－３ 常　勤:    2代表取締役　西山　惠 現存
     (薬       2)大 平29. 8. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   35011,089,3 豊成薬局 〒700-0942 086-263-5210有限会社山陽メディカ笠原　あつ子 昭56.11. 1 薬局
     岡山市南区豊成２丁目４－２０ 常　勤:    1ル　代表取締役　笠原 現存
     (薬       1)　照久 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   36011,107,3 ナサ表町薬局 〒700-0822 086-232-5060有限会社ナサ　代表取木村　啓子 昭60. 5. 1 薬局
     岡山市北区表町１丁目８－３８ 常　勤:    2締役　今田　義郎 現存
     (薬       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   37011,116,4 富永薬局　妹尾 〒701-0205 086-281-9217株式会社　老松薬品　早川　知日子 昭62. 1. 1 薬局
     岡山市南区妹尾３３８７－３ 常　勤:    1代表取締役　富永　民 現存
     (薬       1)雄 平29. 1. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   38011,132,1 株式会社　金谷薬局 〒701-1145 086-294-2596株式会社金谷薬局　代金谷　とも子 平元.12.15 薬局
     岡山市北区横井上７８７番地４ 常　勤:    2表取締役　金谷　誠一 現存
     (薬       2)郎 平28.12.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   39011,135,4 成広薬局西大寺店 〒704-8116 086-942-5385株式会社成広薬局　代成廣　真弓 平 2.11. 8 薬局
     岡山市東区西大寺中３ー４６０－常　勤:    2表取締役　成廣　和朗 現存
     ２ (薬       2) 平29.11. 8
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   40011,137,0 イクタ薬局 〒702-8056 086-264-6136株式会社生田商店　取生田　真也 平 3. 3.15 薬局
     岡山市南区築港新町１－１８－５常　勤:    2締役社長　生田　隆朗 現存
     (薬       2) 平30. 3.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   41011,139,6 ひまわり薬局　高柳店〒700-0035 086-256-7388株式会社ひまわり薬局大西　東吾 平 3. 6. 1 薬局
     岡山市北区高柳西町１６－１３ 常　勤:    5　代表取締役　高木　 現存
     (薬       5)紀彦 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   42011,141,2 有限会社ゾンネ朝日薬〒703-8262 086-277-1449有限会社ゾンネ　取締石井　晶子 平 3. 6. 4 薬局
     局 岡山市中区福泊１９９－２ 常　勤:    1役　石井　晶子 現存
     (薬       1) 平30. 6. 4
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   43011,146,1 富永薬局　岡大病院前〒700-0906 086-235-9377（有）富永調剤薬局　三浦　弘充 平 4. 1. 1 薬局
     岡山市北区大学町２－１２ 常　勤:    1代表取締役　富永　民 現存
     (薬       1)雄 平28. 1. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   44011,152,9 かすみ薬局 〒701-0206 086-282-6950（有）かすみ　代表取近藤　順子 平 5. 1. 1 薬局
     岡山市南区箕島１２７５－４ 常　勤:    2締役　小島　美穂子 現存
     (薬       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   45011,154,5 ケイ・アイ堂薬局 〒700-0013 086-255-3977株式会社ケイ・アイ堂松本　かおり 平 5. 5. 1 薬局
     岡山市北区伊福町１丁目１－６ 常　勤:    2薬局　代表取締役　池 現存
     (薬       2)田　浩三 平29. 5. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   46011,156,0 とみなが薬局　浦安店〒702-8025 086-263-4330有限会社とみなが薬局平野　龍一 平 5. 7. 1 薬局
     岡山市南区浦安西町２１－２８ 常　勤:    1　代表取締役　富永　 現存
     (薬       1)民雄 平29. 7. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   47011,162,8 ナビ薬局 〒702-8038 086-264-9183有限会社ナビック　代久保　充子 平 6. 3. 1 薬局
     岡山市南区松浜町１５の１ 常　勤:    1表取締役　岡本　千尋 現存
     (薬       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   48011,167,7 みなと薬局雄町店 〒703-8204 086-278-6870（株）岡山調剤薬局　粟木原　美穂子 平 6. 8. 1 薬局
     岡山市中区雄町２８１－５ 常　勤:    3代表取締役　西山　惠 現存
     (薬       3)大 平24. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   49011,170,1 こやま薬局　江崎店 〒702-8005 086-274-2088株式会社ケイ・クリエ大庭　隆徳 平 6.11. 1 薬局
     岡山市中区江崎８９－３ 常　勤:    1イト　代表取締役　小 現存
     (薬       1)山　敏章 平24.11. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   50011,171,9 有限会社オリーブ薬局〒704-8112 086-944-1886有限会社オリーブ薬局徳永　照子 平 6.11. 1 薬局
     岡山市東区西大寺上２－４－６３常　勤:    1　代表取締役　徳永　 現存
     (薬       1)照子 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51011,175,0 甲浦薬局 〒702-8012 086-267-1037有限会社　甲浦薬局　田原　久仁子 平 7. 3. 1 薬局
     岡山市南区北浦７１４ 常　勤:    2代表取締役　山本　理 現存
     (薬       2)恵 平28. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   52011,176,8 （有）新富薬局 〒703-8236 086-270-1311有限会社　新富薬局　尾﨑　慶子 平 7. 4. 1 薬局
     岡山市中区国富７８２－５ 常　勤:    1取締役　横山　孝志 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   53011,177,6 西山薬局　みどり町店〒702-8055 086-262-7731（株）西山薬局　代表西山　恵大 平 7. 4. 1 薬局
     岡山市南区築港緑町１－１５－２常　勤:    1取締役　西山　恵大 現存
     ３ (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   54011,178,4 アール薬局 〒704-8183 086-944-2335（有）アール　代表取犬飼　勉 平 7. 5. 1 薬局
     岡山市東区西大寺松崎１６８－５常　勤:    1締役　犬飼　勉 現存
     (薬       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   55011,184,2 富永薬局　労災病院前〒702-8055 086-262-3001有限会社富永調剤薬局古谷　暢子 平 7. 6. 1 薬局
     岡山市南区築港緑町１－１５－２常　勤:    1　代表取締役　富永　 現存
     ６ (薬       1)民雄 平28. 6. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   56011,185,9 西山薬局 〒702-8056 086-262-0953（株）西山薬局　代表西山　靖子 平 7. 5. 1 薬局
     岡山市南区築港新町１丁目１５－常　勤:    2取締役　西山　恵大 現存
     １５ (薬       2) 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   57011,186,7 サカエ薬局西大寺店 〒704-8116 086-944-1966株式会社メディカメン松本　一樹 平 7. 6. 1 薬局
     岡山市東区西大寺中２－２４－２常　勤:    1ト　代表取締役　役重 現存
     ５ (薬       1)　昌広 平28. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   58011,204,8 金光薬局　西大寺店 〒704-8192 086-944-2662金光薬品株式会社　代今井　 高 平 8. 3. 1 薬局
     岡山市東区西大寺中野本町８－３常　勤:    2表取締役　北山　佑二 現存
     ２ (薬       2) 平29. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   59011,207,1 とみなが薬局　東畦店〒701-0211 086-282-7354有限会社　とみなが薬井上　麻美 平 8. 6. 1 薬局
     岡山市南区東畦７６７－５ 常　勤:    1局　代表取締役　富永 新規 現存
     (薬       1)　民雄 平29. 6. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   60011,210,5 サンヨー薬局　三門店〒700-0051 086-252-1988株式会社　エム・エス中矢　智美 平 8. 7. 1 薬局
     岡山市北区下伊福上町１６－１３常　勤:    7経営企画　代表取締役 新規 現存
     カワサキビル１Ｆ (薬       7)　青野　章 平29. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   61011,222,0 アール薬局　横井店 〒701-1145 086-294-1414有限会社　アール　代犬飼　久子 平 9. 7. 1 薬局
     岡山市北区横井上１４２－３ 常　勤:    1表取締役　犬飼　勉 新規 現存
     (薬       1) 平30. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   62011,224,6 みのり薬局　大福店 〒701-0204 086-281-8581有限会社　かすみ　代近藤　節子 平 9. 7. 1 薬局
     岡山市南区大福１４４－３ 常　勤:    1表取締役　小島　美穂 新規 現存
     (薬       1)子 平30. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   63011,225,3 ひまわり薬局　津高店〒701-1152 086-251-3005株式会社ひまわり薬局山本　榮 平 9. 7. 1 薬局
     岡山市北区津高７０８－４ 常　勤:    2　代表取締役　高木　 新規 現存
     (薬       2)紀彦 平30. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   64011,227,9 コスモス薬局　伊福町〒700-0013 086-256-6337有限会社　コスモスエ井上　宗隆 平 9. 8. 1 薬局
     店 岡山市北区伊福町３－６－４ 常　勤:    1ンタープライズ　代表 新規 現存
     (薬       1)取締役　井上　宗隆 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   65011,233,7 アイビー薬局一宮 〒701-1213 086-284-5560有限会社ケイムズ・メ下堂薗　菜穂子 平 9.11. 1 薬局
     岡山市北区西辛川３０５－１ 常　勤:    3ディカ　代表取締役　 新規 現存
     (薬       3)松岡　裕之 平24.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   66011,239,4 こやま薬局　西市店 〒700-0953 086-242-5206株式会社ケイ・クリエ木原　ゆき子 平10. 1. 1他   薬局
     岡山市南区西市５２７－３ 常　勤:    1イト　代表取締役　小 新規 現存
     (薬       1)山　敏章 平28. 1. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   67011,242,8 赤松薬局　中仙道店 〒700-0964 086-245-0605有限会社　赤松薬局　赤松　祐介 平10. 3. 1 薬局
     岡山市北区中仙道５８－１２４ 常　勤:    3赤松　昌夫 新規 現存
     (薬       3) 平28. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   68011,245,1 虹いろ薬局　倉田店 〒703-8282 086-276-5915株式会社協同プランニ豊田　泰子 平10. 3. 1 薬局
     岡山市中区平井３－１０６２－６常　勤:    1ング　代表取締役　河 新規 現存
     (薬       1)﨑　由枝 平28. 3. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   69011,246,9 あかね薬局 〒704-8138 086-946-0899有限会社　アーヴァン恒弘　健治 平10. 4. 1 薬局
     岡山市東区神崎町１０５－１６ 常　勤:    2企画　代表取締役　長 新規 現存
     (薬       2)谷　泰彦 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   70011,248,5 こやま薬局　松新町店〒704-8174 086-944-8510株式会社ケイ・クリエ三田　修一 平10. 4. 1 薬局
     岡山市東区松新町２９－４ 常　勤:    1イト　代表取締役　小 新規 現存
     (薬       1)山　敏章 平28. 4. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
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   71011,251,9 有限会社　友愛薬局 〒700-0032 086-255-8463有限会社　友愛薬局　久保　宏之 平10. 5. 1 薬局
     岡山市北区昭和町１３番２８号 常　勤:    3代表取締役　久保　宏 移転 現存
     (薬       3)之 平28. 5. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   72011,255,0 みのり薬局　庭瀬店 〒701-0153 086-292-1005有限会社　かすみ　代松田　やよひ 平10. 8. 1 薬局
     岡山市北区庭瀬２２２－５ 常　勤:    3表取締役　小島　美穂 新規 現存
     (薬       3)子 平28. 8. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   73011,258,4 はな薬局 〒701-0212 086-282-5557有限会社　ＡＩＥ　代石川　芳 平10.10. 1 薬局
     岡山市南区内尾４６３－１７ 常　勤:    5表取締役　石川　道佳 新規 現存
     (薬       5) 平28.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   74011,259,2 ハートライフ薬局 〒702-8026 086-261-0810有限会社　相思樹　代河口　敏浩 平10.10. 1 薬局
     岡山市南区浦安本町８８番地９号常　勤:    1表取締役　河口　敏浩 新規 現存
     (薬       1) 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   75011,261,8 ナビ薬局　津島店 〒700-0081 086-256-6835有限会社　ナビック　宮脇　仁美 平10.12. 1 薬局
     岡山市北区津島東１丁目３－８ 常　勤:    1代表取締役　岡本　千 新規 現存
     (薬       1)尋 平28.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   76011,268,3 ひかり薬局　アイ店 〒704-8173 086-944-8333株式会社　ひかり薬局佐藤　宏 平11. 2. 1 薬局
     岡山市東区可知二丁目２－２０ 常　勤:    1　代表取締役　加藤　 新規 現存
     (薬       1)章則 平29. 2. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   77011,272,5 ひかり薬局　駅前店 〒704-8112 086-944-1712株式会社　ひかり薬局加藤　章則 平11. 3. 1 薬局
     岡山市東区西大寺上二丁目２－３常　勤:    2　代表取締役　加藤　 移転 現存
     ３ (薬       2)章則 平29. 3. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   78011,273,3 アップル薬局 〒701-0151 086-292-6787有限会社　アップル薬真田　徳子 平11. 4. 1 薬局
     岡山市北区平野７００－６ 常　勤:    1局　代表取締役　佐藤 新規 現存
     (薬       1)　元治 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   79011,274,1 あかね薬局　岡南店 〒702-8038 086-761-7666有限会社　アーヴァン安水　真紀子 平11. 4. 1 薬局
     岡山市南区松浜町３－１５ 常　勤:    2企画　代表取締役　長 新規 現存
     (薬       2)谷　泰彦 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   80011,277,4 快明薬局 〒700-0085 086-255-2247有限会社　津山漢方堂津山　靖子 平11. 3.31 薬局
     岡山市北区津島南１－１－３ 常　勤:    2　代表取締役　津山　 移転 現存
     (薬       2)明大 平29. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   81011,281,6 セントラル薬局　クレ〒700-0821 086-225-2069株式会社　ライフサー池内　香奈江 平11. 4. 1 薬局
     ド店 岡山市北区中山下１－８－４５　常　勤:    1ビス　代表取締役　吉 移転 現存
     ８階 (薬       1)田　洋志 平29. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   82011,282,4 ひかり薬局　新地店 〒704-8122 086-944-8803株式会社　ひかり薬局浦上　裕司 平11. 5. 1 薬局
     岡山市東区西大寺新地１６－７ 常　勤:    3　代表取締役　加藤　 新規 現存
     (薬       3)章則 平29. 5. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   83011,297,2 さとう薬局 〒700-0016 086-255-7788ウラベ株式会社　代表中嶋　美穂 平12. 4. 1 薬局
     岡山市北区伊島町２丁目１番３６常　勤:    2取締役　ト部　泰尚 新規 現存
     号 (薬       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   84011,299,8 おかやま薬局　西大寺〒704-8194 086-943-7666株式会社オカイ・メデ澤田　啓介 平12. 5. 1 薬局
     店 岡山市東区金岡東町１丁目１１番常　勤:    1イカル・ファーマシー 新規 現存
     ４８号 (薬       1)　代表取締役　中川　 平30. 5. 1
     非常勤:    5宏
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   85011,300,4 有限会社　とみおか薬〒700-0806 086-225-7319有限会社　とみおか薬山根　千砂 平12. 5. 1 薬局
     局 岡山市北区広瀬町１番２８号 常　勤:    2局　代表取締役　冨岡 組織変更 現存
     (薬       2)　稔 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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   86011,306,1 スマイル薬局　吉備津〒701-1341 086-287-9530株式会社岡山医学検査三宅　正夫 平12.10. 1 薬局
     店 岡山市北区吉備津１０１９－３ 常　勤:    3センター　代表取締役 新規 現存
     (薬       3)　矢吹　数男 平24.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   87011,313,7 せとうち薬局　妹尾店〒701-0206 086-282-9182有限会社　瀬戸内メデ酒井　珠美 平13. 1. 1 薬局
     岡山市南区箕島９７１－１ 常　勤:    5ィカル　取締役　梶山 新規 現存
     (薬       5)　恵 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   88011,318,6 一般社団法人岡山県薬〒701-1154 086-294-9100一般社団法人岡山県薬今村　明正 平13. 4. 1 薬局
     剤師会　会営薬局 岡山市北区田益１２９１－１ 常　勤:    5剤師会　会長　堀部　 移転 現存
     (薬       5)徹 平25. 4. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   89011,321,0 マスカット薬局　本店〒701-1154 086-294-9477株式会社マスカット薬猪原　達也 平13. 4. 1 薬局
     岡山市北区田益１２９０－１ 常　勤:    3局　代表取締役　髙橋 新規 現存
     (薬       3)　正志 平25. 4. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   90011,322,8 おかやま薬局　岡北店〒700-0808 086-231-0022株式会社　オカイ・メ桐野　恵美 平13. 5. 1 薬局
     岡山市北区大和町２－８－２５ 常　勤:    2ディカル・ファーマシ 新規 現存
     (薬       2)ー　代表取締役　中川 平25. 5. 1
     非常勤:    6　宏
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   91011,323,6 ドレミ薬局 〒701-1145 086-294-9341有限会社　アール　代小澤　良子 平13. 6. 1他   薬局
     岡山市北区横井上５０番地の３ 常　勤:    2表取締役　犬飼　勉 新規 現存
     (薬       2) 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   92011,324,4 サンヨー薬局　ならづ〒701-1202 086-286-4520株式会社エム・エス経平野　久美子 平13. 7. 1 薬局
     店 岡山市北区楢津７０９－７　ヨシ常　勤:    1営企画　代表取締役　 新規 現存
     ハラビル１階 (薬       1)青野　章 平25. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   93011,325,1 サンライズ薬局 〒700-0017 086-898-1880株式会社　池田薬局　池田　尚代 平13. 8. 1他   薬局
     岡山市北区伊島北町８－５ 常　勤:    3代表取締役　池田　浩 新規 現存
     (薬       3)三 平25. 8. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   94011,328,5 ハートライフ薬局　京〒700-0838 086-234-0810有限会社　相思樹　代北村　正人 平13.10. 1 薬局
     町店 岡山市北区京町８－１２ 常　勤:    1表取締役　河口　敏浩 新規 現存
     (薬       1) 平25.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   95011,333,5 畑薬局　庭瀬店 〒701-0153 086-292-6601有限会社　畑薬局　代宇野　和宏 平13.12. 1 薬局
     岡山市北区庭瀬２３７－１０ 常　勤:    1表取締役　畑　祐司 新規 現存
     (薬       1) 平25.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   96011,335,0 ひまわり薬局　津高西〒701-1152 086-251-0100株式会社ひまわり薬局別所　健司 平13.12. 1 薬局
     店 岡山市北区津高７１２－６ 常　勤:    2　代表取締役　高木　 新規 現存
     (薬       2)紀彦 平25.12. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   97011,337,6 ノゾミ薬局　東畦店 〒701-0211 086-281-9001有限会社　アズファー坂田　泰美 平14. 1. 1 薬局
     岡山市南区東畦８０－１０ 常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)戸野　佳彦 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   98011,340,0 足髙薬局　雄町店 〒703-8204 086-208-3377有限会社　足髙メディ大関　志保 平14. 4. 1 薬局
     岡山市中区雄町２９５－４ 常　勤:    1カルセンター　代表取 新規 現存
     (薬       1)締役　平本　和義 平26. 4. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   99011,345,9 みのり薬局　妹尾店 〒701-0205 086-282-8804有限会社　みのり　代小島　怜子 平14. 5. 1他   薬局
     岡山市南区妹尾８４０－１５ 常　勤:    2表取締役　小島　美穂 新規 現存
     (薬       2)子 平26. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  100011,348,3 虹いろ薬局　西大寺店〒704-8116 086-944-1860株式会社　協同プラン難波　隆 平14. 7. 1他   薬局
     岡山市東区西大寺中１－１０－５常　勤:    1ニング　代表取締役　 移転 現存
     (薬       1)河﨑　由枝 平26. 7. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101011,349,1 ももたろう薬局 〒703-8231 086-901-0188有限会社ももたろう薬何本　孝人 平14. 9. 1他   薬局
     岡山市中区赤田１３－３ 常　勤:    1局　代表取締役　蜂谷 新規 現存
     (薬       1)　剛平 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  102011,350,9 いちのみや薬局 〒701-1203 086-284-8710有限会社　アーカス　弥園　健志 平14.10. 1他   薬局
     岡山市北区一宮山崎２７９－７ 常　勤:    2代表取締役　弥園　健 新規 現存
     (薬       2)志 平26.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  103011,353,3 高木薬局　一宮店 〒701-1213 086-284-7343有限会社高木薬局　代髙木　靖子 平14. 9. 1他   薬局
     岡山市北区西辛川５３９－１２ 常　勤:    2表取締役　高木　秀彦 組織変更 現存
     (薬       2) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  104011,355,8 ふぁみりー薬局 〒703-8244 086-270-8619有限会社ティ・エム・野﨑　美保 平14. 9. 1他   薬局
     岡山市中区藤原西町２－７－３７常　勤:    2ハナフサ　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       2)　花房　光子 平26. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  105011,357,4 鹿田薬局 〒700-0985 086-226-3711株式会社康生堂　代表柴田　朋子 平14.12. 1他   薬局
     岡山市北区厚生町２丁目７－１５常　勤:    2取締役　財津　美穂 移転 現存
     (薬       2) 平26.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  106011,359,0 あかり薬局本店 〒709-0631 086-297-5551株式会社あかりファー齊藤　友紀 平15. 3. 1 薬局
     岡山市東区東平島９２２－１ 常　勤:    7マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       7)岩野　寛樹 平27. 3. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  107011,360,8 エンゼル薬局　西長瀬〒700-0964 086-246-6088片山物産有限会社　代湯原　陽子 平15. 4. 1他   薬局
     店 岡山市北区中仙道２－２８－２１常　勤:    1表取締役　片山　精壮 新規 現存
     (薬       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  108011,366,5 マスカット薬局　湊店〒703-8266 086-274-9888株式会社マスカット薬秦野　健 平15. 7. 1他   薬局
     岡山市中区湊４９２－２ 常　勤:    2局　代表取締役　髙橋 新規 現存
     (薬       2)　正志 平27. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  109011,369,9 サンヨー薬局　倉田店〒703-8265 086-274-8634株式会社エム・エス経末廣　英一郎 平15. 9. 1他   薬局
     岡山市中区倉田２１０－６ 常　勤:    3営企画　代表取締役　 新規 現存
     (薬       3)青野　章 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  110011,371,5 サンヨー薬局　牟佐店〒701-2141 086-229-9500株式会社エム・エス経大西　啓子 平15.10. 1他   薬局
     岡山市北区牟佐９５－７ 常　勤:    3営企画　代表取締役　 新規 現存
     (薬       3)青野　章 平27.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  111011,372,3 今田薬局 〒704-8116 086-944-8072有限会社アイドットケ今田　郁美 平15. 9. 1他   薬局
     岡山市東区西大寺中１－２－２４常　勤:    3ミスト　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       3)今田　郁美 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  112011,373,1 古都薬局有限会社 〒709-0632 086-297-3243古都薬局有限会社　代吉栖　健二 平15. 9. 1他   薬局
     岡山市東区南古都４４０－１６ 常　勤:    2表取締役　吉栖　健二 移転 現存
     (薬       2) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  113011,374,9 エムエム薬局　大元店〒700-0924 086-245-8857有限会社エムエム薬局船越　ともみ 平15.10. 5他   薬局
     岡山市北区大元１－１－２ 常　勤:    4　代表取締役　松浦　 移転 現存
     (薬       4)琢磨 平27.10. 5
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  114011,375,6 有限会社　ひらの薬局〒701-0151 086-293-6123有限会社ひらの薬局　岡田　眞理子 平15. 9.29他   薬局
     岡山市北区平野１０１２－１５ 常　勤:    2代表取締役　岡田　洋 移転 現存
     (薬       2) 平27. 9.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  115011,377,2 有限会社オレンジ薬局〒702-8036 086-263-0606有限会社オレンジ薬局金光　賢児 平15.12. 1他   薬局
     　三浜町店 岡山市南区三浜町２丁目１７－１常　勤:    1　代表取締役　津嶋　 新規 現存
     ５ (薬       1)講一 平27.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  116011,379,8 サンヨー薬局　築港店〒702-8053 086-902-1934株式会社エム・エス経田村　清人 平16. 4. 1 薬局
     岡山市南区築港栄町７－３０ 常　勤:    7営企画　代表取締役　 新規 現存
     (薬       7)青野　章 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  117011,381,4 エル薬局 〒701-1334 086-287-7119有限会社エル　代表取石井　泰之 平16. 5. 1 薬局
     岡山市北区高松原古才２５６－６常　勤:    2締役　石井　泰之 新規 現存
     (薬       2) 平28. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  118011,382,2 陵南薬局 〒701-0151 086-292-5505Ｎａｍｏａ株式会社　篠崎　香屋子 平16. 5. 1 薬局
     岡山市北区平野５３６－１１ 常　勤:    2代表取締役　篠崎　香 新規 現存
     (薬       2)屋子 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  119011,383,0 畑薬局　平野店 〒701-0151 086-292-6667有限会社畑薬局　代表畑　祐司 平16. 4.26 薬局
     岡山市北区平野１０７３－３ 常　勤:    3取締役　畑　祐司 移転 現存
     (薬       3) 平28. 4.26
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  120011,386,3 ファーマシィ　オレン〒700-0973 086-805-6646株式会社ファーマシィ瀬尾　信彦 平16. 8. 1 薬局
     ジ薬局 岡山市北区下中野７１８－１０９常　勤:    1　代表取締役　武田　 新規 現存
     (薬       1)宏 平28. 8. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  121011,387,1 有限会社赤松薬局　高〒703-8205 086-275-9311有限会社赤松薬局　代村田　隆浩 平16. 9. 1 薬局
     島店 岡山市中区中井一丁目１３番１７常　勤:    3表取締役　赤松　昌夫 新規 現存
     号 (薬       3) 平28. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  122011,388,9 富永薬局カインド大学〒700-0906 086-801-3810株式会社　老松薬品　富永　民雄 平16.11. 1 薬局
     町店 岡山市北区大学町３－１２ 常　勤:    1代表取締役　富永　民 新規 現存
     (薬       1)雄 平28.11. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  123011,389,7 こやま薬局　並木町店〒702-8058 086-902-0781株式会社ケイ・クリエ村野　容子 平16.11. 1 薬局
     岡山市南区並木町２丁目１３－１常　勤:    1イト　代表取締役　小 移転 現存
     １ (薬       1)山　敏章 平28.11. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  124011,392,1 和田薬局　おまち店 〒703-8203 086-279-3935有限会社和田薬局　代藪内　奉子 平16.12. 1 薬局
     岡山市中区国府市場５６５－９ 常　勤:    1表取締役　籔内　泰行 新規 現存
     (薬       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  125011,394,7 セガミ薬局　岡大病院〒700-0906 086-212-0870株式会社ココカラファ伊丹　暢克 平16.12. 4 薬局
     前店 岡山市北区大学町６－２８ 常　勤:    1イン　ヘルスケア　代 移転 現存
     (薬       1)表取締役　塚本　厚志 平28.12. 4
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  126011,398,8 足高薬局　大元店 〒700-0925 086-242-1589有限会社足高メディカ浦田　ひとみ 平17. 2. 1 薬局
     岡山市北区大元上町１－１６ 常　勤:    1ルセンター　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　平本　和義 平29. 2. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  127011,399,6 ユーカリ薬局　門田屋〒703-8275 086-273-0566有限会社ハートフルメ香西　由紀子 平17. 2. 1 薬局
     敷店 岡山市中区門田屋敷３丁目５－４常　勤:    6ディエイト　代表取締 新規 現存
     ０－４ (薬       6)役　西依　貴施 平29. 2. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  128011,400,2 ケヤキ薬局 〒703-8255 086-272-6788有限会社テイ・エム・久保田　明美 平17. 2. 1 薬局
     岡山市中区東川原２０８－１　イ常　勤:    1ハナフサ　代表取締役 新規 現存
     －スト２０８　１Ｆ南 (薬       1)　花房　光子 平29. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  129011,401,0 有限会社ふたば薬局　〒700-0971 086-241-6113有限会社ふたば薬局　緋田　哲治 平17. 2. 7 薬局
     岡山店 岡山市北区野田３－１６－３１ 常　勤:    2代表取締役　緋田　哲 移転 現存
     (薬       2)治 平29. 2. 7
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  130011,405,1 ザグザグ薬局一宮店 〒701-1211 086-284-9012株式会社ザグザグ　代樋口　俊大 平17. 5. 1 薬局
     岡山市北区一宮８８－１ 常　勤:    1表取締役　森　信 新規 現存
     (薬       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  131011,406,9 ひかり薬局本店 〒704-8173 086-943-7669株式会社　ひかり薬局江田　三郎 平17. 5. 3 薬局
     岡山市東区可知２－５－１ 常　勤:    6　代表取締役　加藤　 移転 現存
     (薬       6)章則 平29. 5. 3
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  132011,408,5 なごみ薬局 〒700-0017 086-214-6877有限会社　アウルメデ石田　里華 平17. 7. 1 薬局
     岡山市北区伊島北町１－２３ 常　勤:    3ィカルサービス　代表 新規 現存
     (薬       3)取締役　豊福　幸雄 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  133011,410,1 コア薬局 〒700-0907 086-224-7487有限会社　コア薬局　佐々木　郁子 平17. 7. 1 薬局
     岡山市北区下石井１－１－１アー常　勤:    1取締役　佐々木　郁子 新規 現存
     バンオフィスビル３階 (薬       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  134011,412,7 ファーマシィ駅前薬局〒700-0026 086-898-2880株式会社　ファーマシ新谷　泰司 平17. 9. 1 薬局
     岡山市北区奉還町２－１－２９　常　勤:    1ィ　代表取締役　武田 新規 現存
     日笠ビル１階 (薬       1)　宏 平29. 9. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  135011,413,5 田辺の薬局 〒700-0984 086-235-1193有限会社　田辺ドラッ田邉　滋 平17. 9. 1他   薬局
     岡山市北区桑田町４－１９ 常　勤:    1グストア　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　田邉　滋 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  136011,414,3 高木薬局　高松店 〒701-1352 086-287-5510有限会社高木薬局　代山田　真大 平17. 9. 1他   薬局
     岡山市北区小山１１２－７ 常　勤:    1表取締役　高木　秀彦 組織変更 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  137011,415,0 有限会社竹水堂薬局 〒703-8253 086-275-0316有限会社　竹水堂薬局細谷　桜子 平17.11. 1 薬局
     岡山市中区八幡東町１９－４ 常　勤:    2　代表取締役　森　雅 移転 現存
     (薬       2)子 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  138011,416,8 晴れのくに薬局　大元〒700-0925 086-805-7277有限会社　エムアペッ厳本　智恵 平17.12. 1 薬局
     上町店 岡山市北区大元上町１１－７ 常　勤:    1クス　代表取締役　松 新規 現存
     (薬       1)浦　琢磨 平29.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  139011,417,6 エンドオ薬局 〒701-1334 086-287-5158有限会社　エンドオ　遠藤　精一郎 平17.12. 1 薬局
     岡山市北区高松原古才２５４－１常　勤:    1代表取締役　遠藤　精 移転 現存
     (薬       1)一郎 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  140011,418,4 ビオス薬局　妹尾駅前〒701-0211 086-209-1448有限会社　エイファー渡辺　浩文 平17.12. 1 薬局
     店 岡山市南区東畦１１２－４５ 常　勤:    2マ　代表取締役　藤原 新規 現存
     (薬       2)　直美 平29.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  141011,419,2 エムエム薬局　今店 〒700-0975 086-246-8777有限会社　エムエム薬宗　玲子 平17.12.12 薬局
     岡山市北区今７－２４－１８ 常　勤:    2局　代表取締役　松浦 移転 現存
     (薬       2)　琢磨 平29.12.12
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  142011,420,0 肥後薬局鹿田本町店 〒700-0915 086-232-5567有限会社　肥後薬局　宮本　多賀子 平18. 3. 1 薬局
     岡山市北区鹿田本町２－１５ 常　勤:    6代表取締役　肥後　哲 新規 現存
     (薬       6)朗 平30. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  143011,422,6 きびじ薬局 〒701-1334 086-287-7022有限会社　メディカル江見　泰治 平18. 4. 1 薬局
     岡山市北区高松原古才４７８－２常　勤:    2　ひびき　代表取締役 新規 現存
     １ (薬       2)　江見　泰治 平30. 4. 1
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  144011,423,4 （有）大村薬局 〒703-8267 086-200-0547有限会社　大村薬局　二宮　宏子 平18. 5. 1 薬局
     岡山市中区山崎６８－１ 常　勤:    2代表取締役　大村　祐 新規 現存
     (薬       2)章 平30. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  145011,425,9 ひがしもん薬局 〒700-0867 086-235-5788一般財団法人積善会　森　真理子 平18. 5. 1 薬局
     岡山市北区岡町１－２３ 常　勤:   11代表理事　小出　典男 新規 現存
     (薬      11) 平30. 5. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  146011,426,7 はな薬局　東畦店 〒701-0211 086-282-9401有限会社　ＡＩＥ　代西村　俊治 平18. 5. 1 薬局
     岡山市南区東畦７６６－２２ 常　勤:    5表取締役　石川　道佳 新規 現存
     (薬       5) 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  147011,428,3 パステル薬局　灘崎店〒709-1203 08636-3-5170有限会社　ファーマシ岸本　有沙 平18. 7. 1 薬局
     岡山市南区西紅陽台３－１－１２常　勤:    2ー　代表取締役　神田 新規 現存
     ０ (薬       2)　洋志 平30. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  148011,432,5 岡薬局　田中店 〒700-0951 086-246-0020有限会社　岡薬局浜店大原　瑞穂 平18. 9. 1 薬局
     岡山市北区田中６２８－１ 常　勤:    3　代表取締役　岡　真 新規 現存
     (薬       3)一郎 平24. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  149011,434,1 パステル薬局　泉田店〒700-0944 086-245-5355有限会社　フアーマシ服部　真紀子 平19. 3. 1 薬局
     岡山市南区泉田五丁目１０－１９常　勤:    2ー　代表取締役　神田 移転 現存
     (薬       2)　洋志 平25. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  150011,435,8 岡山平成薬局 〒703-8243 086-275-9132株式会社　オーシャン水嶋　賢介 平19. 4. 1 薬局
     岡山市中区中井一丁目５番１号 常　勤:    3　代表取締役　水嶋　 新規 現存
     (薬       3)賢介 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  151011,436,6 富永薬局　浜店 〒703-8256 086-271-9177有限会社　富永薬局　小松原　澄江 平19. 5. 1他   薬局
     岡山市中区浜３－３－９ 常　勤:    1取締役社長　富永　護 移転 現存
     (薬       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  152011,441,6 みなと薬局円山店 〒703-8271 086-276-6877株式会社岡山調剤薬局本郷　育子 平20. 2. 1 薬局
     岡山市中区円山８８番７ 常　勤:    1　代表取締役　西山　 移転 現存
     (薬       1)惠大 平26. 2. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  153011,443,2 ザグザグ薬局江崎店 〒702-8005 086-200-2282株式会社ザグザグ　代三宅　菜津希 平20. 4. 1 薬局
     岡山市中区江崎６９０－１ 常　勤:    1表取締役　森　信 新規 現存
     (薬       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  154011,444,0 アイビー薬局大安寺 〒700-0065 086-239-3370有限会社ケイムズ・メ池田　賢浩 平20. 5. 1他   薬局
     岡山市北区野殿東町１－３３ 常　勤:    3ディカ　代表取締役　 新規 現存
     (薬       3)松岡　裕之 平26. 5. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  155011,445,7 マスカット薬局一宮店〒701-1211 086-286-4400株式会社マスカット薬大呂　真史 平20. 7. 1他   薬局
     岡山市北区一宮３４－１ 常　勤:    1局　代表取締役　髙橋 新規 現存
     (薬       1)　正志 平26. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  156011,447,3 こやま薬局・豊成店 〒700-0853 086-223-5558株式会社　ケイ・クリ山下　竜一郎 平20. 8. 1他   薬局
     岡山市南区豊浜町１－３０ 常　勤:    1エイト　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)小山　敏章 平26. 8. 1
     非常勤:   18
     (薬      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  157011,448,1 ザグザグ薬局高島東店〒703-8205 086-275-9009株式会社ザグザグ　代多賀　円香 平20. 8. 1他   薬局
     岡山市中区中井一丁目１７番２０常　勤:    3表取締役　森　信 新規 現存
     号 (薬       3) 平26. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  158011,449,9 つばさ薬局 〒703-8256 086-272-2710有限会社メディカルプ樽本　昌典 平20. 7.22他   薬局
     岡山市中区浜６２１－１ 常　勤:    6ラン岡山　代表取締役 移転 現存
     (薬       6)　神﨑　由紀子 平26. 7.22
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  159011,450,7 セントラル薬局倉益店〒703-8263 086-274-9525株式会社ライフサービ藤田　淳子 平20. 9.16他   薬局
     岡山市中区倉益２０６－３ 常　勤:    1ス　代表取締役　吉田 移転 現存
     (薬       1)　洋志 平26. 9.16
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  160011,451,5 富永薬局 〒700-0026 086-256-6282株式会社　老松薬品　松下　理実 平20.10.14他   薬局
     岡山市北区奉還町１－２－７ 常　勤:    1代表取締役　富永　民 新規 現存
     (薬       1)雄 平26.10.14
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  161011,452,3 すずらん薬局 〒703-8244 086-270-5750すずらん薬局株式会社垣内　恵子 平20.11. 1他   薬局
     岡山市中区藤原西町２－６－５０常　勤:    1　代表取締役　垣内　 新規 現存
     (薬       1)敏彦 平26.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  162011,453,1 こやま薬局・泉田店 〒700-0944 086-246-0604株式会社　ケイ・クリ前沼　圭佐 平20.11. 1他   薬局
     岡山市南区泉田五丁目１０－３０常　勤:    1エイト　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)小山　敏章 平26.11. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  163011,454,9 ザグザグ薬局小山店 〒701-1352 086-905-0015株式会社ザグザグ　代長原　美鈴 平20.12. 1他   薬局
     岡山市北区小山５２－１ 常　勤:    1表取締役　森　信 新規 現存
     (薬       1) 平26.12. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  164011,456,4 サンヨー薬局・西川原〒703-8258 086-237-3421株式会社エム・エス経柏原　道孝 平21. 2. 1他   薬局
     店 岡山市中区西川原６８－１ 常　勤:   10営企画　代表取締役　 新規 現存
     (薬      10)青野　章 平27. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  165011,457,2 パール薬局 〒700-0027 086-256-5568有限会社友愛薬局　代中瀬　詔子 平21. 2. 1他   薬局
     岡山市北区清心町５－２８ 常　勤:    1表取締役　久保　宏之 新規 現存
     (薬       1) 平27. 2. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  166011,458,0 とみた薬局 〒700-0936 086-201-1444フェアロー株式会社　芳原　敦子 平21. 3. 1他   薬局
     岡山市北区富田５３３－７ 常　勤:    1代表取締役　芳原　敦 新規 現存
     (薬       1)子 平27. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  167011,459,8 あおぞら薬局 〒700-0086 086-256-6122有限会社あおぞら薬局下山　和也 平21. 3. 1他   薬局
     岡山市北区津島西坂２－２－２０常　勤:    2　代表取締役　下山　 移転 現存
     －２ (薬       2)和也 平27. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  168011,460,6 ほり薬局 〒702-8025 086-237-0511株式会社メディケート堀　正二 平21. 5. 1他   薬局
     岡山市南区浦安西町１５－１７ 常　勤:    4　代表取締役　堀　正 新規 現存
     (薬       4)二 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  169011,461,4 オール薬局西古松店 〒700-0927 086-245-5010マイライフ株式会社　片山　佳美 平21. 7. 1他   薬局
     岡山市北区西古松２－２７－１１常　勤:    1代表取締役　糸賀　誠 新規 現存
     (薬       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  170011,462,2 虹いろ薬局乙多見店 〒703-8228 086-278-5301株式会社協同プランニ野田　智美 平21. 6. 1他   薬局
     岡山市中区乙多見１０１－３ 常　勤:    1ング　代表取締役　河 移転 現存
     (薬       1)﨑　由枝 平27. 6. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  171011,463,0 足髙薬局福成店 〒702-8022 086-265-4189有限会社足髙メディカ藤井　理絵子 平21. 9. 1他   薬局
     岡山市南区福成１－１７９－１４常　勤:    1ルセンター　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　平本　和義 平27. 9. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  172011,464,8 やまかわ薬局上中野店〒700-0972 086-250-1431株式会社山川　代表取池田　裕美 平21. 9.24他   薬局
     岡山市北区上中野１－８－２９ 常　勤:    4締役　山川　耕 新規 現存
     (薬       4) 平27. 9.24
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  173011,465,5 有限会社オレンジ薬局〒702-8048 086-261-2266有限会社オレンジ薬局則安　照男 平21. 9.28他   薬局
     岡山市南区福吉町３－２８ 常　勤:    1　代表取締役　津嶋　 移転 現存
     (薬       1)講一 平27. 9.28
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  174011,466,3 マスカット薬局　庭瀬〒701-0153 086-292-0020株式会社マスカット薬福江　早苗 平21.10. 1他   薬局
     店 岡山市北区庭瀬８１２－６ 常　勤:    1局　代表取締役　髙橋 新規 現存
     (薬       1)　正志 平27.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  175011,467,1 サカエ薬局西大寺南店〒704-8117 086-238-5760株式会社メディカメン森本　匠 平21.11. 1他   薬局
     岡山市東区西大寺南２－１－４３常　勤:    5ト　代表取締役　役重 新規 現存
     (薬       5)　昌広 平27.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  176011,468,9 こやま薬局・大供店 〒700-0913 086-234-5002株式会社ケイ・クリエ岡　大嗣 平21.11. 1他   薬局
     岡山市北区大供２－２－８ 常　勤:    1イト　代表取締役　小 移転 現存
     (薬       1)山　敏章 平27.11. 1
     非常勤:   24
     (薬      24)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  177011,469,7 パステル薬局大元店 〒700-0925 086-245-0623有限会社ファーマシー後藤　陽子 平22. 1. 1他   薬局
     岡山市北区大元上町１４－２８ 常　勤:    3　代表取締役　神田　 移転 現存
     (薬       3)洋志 平28. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  178011,470,5 おかやま薬局津高店 〒701-1145 086-294-8188株式会社オカイ・メデ山田　浩子 平22. 3. 1 薬局
     岡山市北区横井上２２０－１ 常　勤:    2ィカル・ファーマシー 新規 現存
     (薬       2)　代表取締役　中川　 平28. 3. 1
     非常勤:    5宏
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  179011,471,3 おかやま薬局高島店 〒703-8241 086-238-2000株式会社オカイ・メデ武田　章利 平22. 3. 1 薬局
     岡山市中区高島新屋敷３８０－１常　勤:    3ィカル・ファーマシー 新規 現存
     ４ (薬       3)　代表取締役　中川　 平28. 3. 1
     非常勤:    5宏
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  180011,472,1 大手町薬局メディカル〒701-1202 086-284-0500有限会社大手町薬局　秋山　輝明 平22. 3.31 薬局
     ラピス 岡山市北区楢津４９８－５ 常　勤:    1代表取締役　松永　大 新規 現存
     (薬       1)輝 平28. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  181011,473,9 株式会社ダテ薬局藤田〒701-0221 086-296-8211株式会社ダテ薬局　代逢坂　洋子 平22. 8. 1 薬局
     店 岡山市南区藤田６７４－１８ 常　勤:    2表取締役　伊達　元英 新規 現存
     (薬       2) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  182011,474,7 あしたか薬局浜野店 〒700-0845 086-265-1589有限会社青雲　代表取藤井　靖貴 平22. 8. 1 薬局
     岡山市南区浜野２－７－２２ 常　勤:    1締役　戸羽　光世 新規 現存
     (薬       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  183011,475,4 ザグザグ薬局門田屋敷〒703-8288 086-270-8285株式会社ザグザグ　代中橋　久和 平22.10. 1 薬局
     南店 岡山市中区赤坂本町８－３３ 常　勤:    1表取締役　森　信 新規 現存
     (薬       1) 平28.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  184011,476,2 オール薬局北方店 〒700-0803 086-232-6070マイライフ株式会社　中嶋　一成 平22.11. 1 薬局
     岡山市北区北方２－１－３０ 常　勤:    1代表取締役　糸賀　誠 新規 現存
     (薬       1) 平28.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  185011,479,6 ザグザグ薬局津高店 〒701-1152 086-214-6225株式会社ザグザグ　代筒井　健三郎 平23. 2. 1 薬局
     岡山市北区津高９１６ 常　勤:    1表取締役　森　信 新規 現存
     (薬       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［岡山県］

［平成30年 6月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成30年 6月 4日作成    26 頁

  186011,482,0 サンヨー薬局・あけぼ〒702-8056 086-261-9600株式会社エム・エス経田原　正仁 平23. 5. 1 薬局
     の店 岡山市南区築港新町１－７－３０常　勤:    8営企画　代表取締役　 移転 現存
     (薬       8)青野　章 平29. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  187011,485,3 こやま薬局・青江店 〒700-0941 086-221-5552株式会社ケイ・クリエ深井　克江 平23. 6.27 薬局
     岡山市北区青江５－１－１ 常　勤:    1イト　代表取締役　小 移転 現存
     (薬       1)山　敏章 平29. 6.27
     非常勤:   21
     (薬      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  188011,486,1 肥後薬局日赤前店 〒700-0941 086-238-3571有限会社肥後薬局　代肥後　昇平 平23. 8. 1 薬局
     岡山市北区青江１－１１－６ 常　勤:    1表取締役　肥後　哲朗 新規 現存
     (薬       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  189011,487,9 フロンティア薬局　岡〒700-0941 086-235-5301株式会社フロンティア中原　圭介 平23. 8. 1 薬局
     山日赤前店 岡山市北区青江１－８－６ 常　勤:    2　代表取締役　重森　 新規 現存
     (薬       2)裕之 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  190011,488,7 日本調剤岡大前薬局 〒700-0906 086-803-2355日本調剤株式会社　代原田　みずほ 平23. 8. 1 薬局
     岡山市北区大学町６－２７－２ 常　勤:    4表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       4) 平29. 8. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  191011,489,5 富永薬局岡山日赤病院〒700-0941 086-206-2280有限会社富永調剤薬局板野　博文 平23. 9. 1 薬局
     前店 岡山市北区青江１－８－５ 常　勤:    1　代表取締役　富永　 新規 現存
     (薬       1)民雄 平29. 9. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  192011,494,5 いずみ薬局 〒700-0921 086-236-0234株式会社メディ・カ・髙越　亨子 平23. 9. 1 薬局
     岡山市北区東古松３－２－２８ 常　勤:    1ラー　代表取締役　髙 新規 現存
     (薬       1)越　亨子 平29. 9. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  193011,495,2 ハーネス薬局平野店 〒701-0151 086-239-7601株式会社ハッピーワー髙木　博將 平23. 9.24 薬局
     岡山市北区平野１０１１－８ 常　勤:    1クス　代表取締役　髙 新規 現存
     (薬       1)木　博將 平29. 9.24
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  194011,496,0 門田薬局 〒703-8275 086-270-5766株式会社エスマイル　松冨　昌代 平23.10. 1 薬局
     岡山市中区門田屋敷２－３－１１常　勤:    2代表取締役　中村　勝 交代 現存
     ６ (薬       2)洋 平29.10. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  195011,497,8 エスマイル薬局まるや〒703-8271 086-200-0866株式会社エスマイル　堀　順子 平23.10. 1 薬局
     ま店 岡山市中区円山１０２５－１ 常　勤:    1代表取締役　中村　勝 交代 現存
     (薬       1)洋 平29.10. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  196011,499,4 エスマイル薬局あおえ〒700-0941 086-238-8154株式会社エスマイル　石丸　おりえ 平23.10. 1 薬局
     店 岡山市北区青江１－７－３３ 常　勤:    7代表取締役　中村　勝 交代 現存
     (薬       7)洋 平29.10. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  197011,500,9 エスマイル薬局十日市〒700-0856 086-238-5269株式会社エスマイル　大内　知美 平23.10. 1 薬局
     店 岡山市北区十日市西町５－２３ 常　勤:    4代表取締役　中村　勝 交代 現存
     (薬       4)洋 平29.10. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  198011,501,7 ザグザグ薬局大元店 〒700-0924 086-805-1305株式会社ザグザグ　代髙山　哲志 平23.12. 1 薬局
     岡山市北区大元１－１３－１８ 常　勤:    1表取締役　森　信 新規 現存
     (薬       1) 平29.12. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  199011,502,5 さくら薬局東岡山店 〒703-8222 086-208-3030さくらグループ株式会山本　美由紀 平23.12. 1 薬局
     岡山市中区下４３９－５ 常　勤:    4社　代表取締役　平野 新規 現存
     (薬       4)　真実 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  200011,503,3 やまかわ薬局大供表町〒700-0912 086-212-1670株式会社山川　代表取伊澤　輝子 平24. 2. 1 薬局
     店 岡山市北区大供表町１４－１５ 常　勤:    2締役　山川　耕 新規 現存
     (薬       2) 平30. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  201011,505,8 エスマイル薬局みはま〒702-8036 086-902-1193株式会社エスマイル　 　佳代 平24. 3. 1 薬局
     店 岡山市南区三浜町１－６－１１ 常　勤:    3代表取締役　中村　勝 新規 現存
     (薬       3)洋 平30. 3. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  202011,508,2 ハートライフ薬局西大〒700-0822 086-226-0810有限会社相思樹　代表河口　仁美 平24. 4. 1 薬局
     寺町店 岡山市北区表町３－６－２５ 常　勤:    1取締役　河口　敏浩 新規 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  203011,509,0 サカエ薬局山南店 〒704-8133 086-946-2621株式会社メディカメン宮﨑　和博 平24. 5. 3 薬局
     岡山市東区宿毛７４４－１ 常　勤:    3ト　代表取締役　役重 移転 現存
     (薬       3)　昌広 平30. 5. 3
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  204011,510,8 おかやま薬局大安寺店〒700-0063 086-239-8020株式会社オカイ・メデ藤本　佳緖 平24. 5. 1 薬局
     岡山市北区大安寺東町２２－２２常　勤:    1ィカル・ファーマシー 新規 現存
     (薬       1)　代表取締役　中川　 平30. 5. 1
     非常勤:    5宏
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  205011,511,6 こじか薬局 〒704-8183 086-944-0188有限会社アール　代表石井　真弓 平24. 5.30 薬局
     岡山市東区西大寺松崎１６２－５常　勤:    1取締役　犬飼　勉 新規 現存
     (薬       1) 平30. 5.30
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  206011,512,4 クオール薬局栢谷店 〒701-1144 086-294-6700クオール株式会社　代佐藤　泰義 平24. 7. 1 薬局
     岡山市北区栢谷１６７９－１ 常　勤:    1表取締役　中村　敬 交代 現存
     (薬       1) 平30. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  207011,513,2 クオール薬局富原店 〒701-1153 086-255-5900クオール株式会社　代田原　和子 平24. 7. 1 薬局
     岡山市北区富原３７０２－１ 常　勤:    1表取締役　中村　敬 交代 現存
     (薬       1) 平30. 7. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  208011,514,0 クオール薬局楢津店 〒701-1202 086-284-8400クオール株式会社　代大西　浩文 平24. 7. 1 薬局
     岡山市北区楢津３１１－８ 常　勤:    1表取締役　中村　敬 交代 現存
     (薬       1) 平30. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  209011,515,7 成広薬局南町店 〒709-2133 0867-24-4457株式会社成広薬局　代橋本　岩夫 平24. 6. 4 薬局
     岡山市北区御津金川９６３－８ 常　勤:    1表取締役　成廣　和朗 移転 現存
     (薬       1) 平30. 6. 4
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  210011,516,5 あかり薬局平島西店 〒709-0631 086-297-0551株式会社あかりファー難波　安紀美 平24. 7.17 薬局
     岡山市東区東平島１０４１－１ 常　勤:    1マシー　代表取締役　 移転 現存
     (薬       1)岩野　寛樹 平30. 7.17
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  211011,517,3 サンヨー薬局・原尾島〒703-8235 086-271-3472株式会社エム・エス経二階堂　崇 平24. 9. 3 薬局
     店 岡山市中区原尾島３－１２－５５常　勤:   11営企画　代表取締役　 移転 現存
     (薬      11)青野　章 平24. 9. 3
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  212011,518,1 サンヨー薬局・南方店〒700-0807 086-206-3452株式会社エム・エス経渡邊　規与美 平24.10. 1 薬局
     岡山市北区南方３－９－１６ 常　勤:    2営企画　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)青野　章 平24.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  213011,519,9 ププレひまわり薬局妹〒701-0206 086-239-8563株式会社ププレひまわ花村　友梨 平24.10. 1 薬局
     尾店 岡山市南区箕島１３４４－１ 常　勤:    2り　代表取締役　梶原 新規 現存
     (薬       2)　秀樹 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  214011,520,7 富永薬局大元店 〒700-0975 086-246-9211有限会社富永薬局　取富山　昌明 平24.11. 1 薬局
     岡山市北区今２－７－１ＫＵⅡビ常　勤:    1締役社長　富永　護 移転 現存
     ル１階 (薬       1) 平24.11. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  215011,521,5 ザグザグ薬局雄町店 〒703-8204 086-208-4322株式会社ザグザグ　代松井　絵未 平24.12. 1 薬局
     岡山市中区雄町４９２－１ 常　勤:    1表取締役　森　信 新規 現存
     (薬       1) 平24.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  216011,522,3 サンヨー薬局・西崎店〒700-0056 086-239-8534株式会社エム・エス経樋口　彰 平25. 2. 1 薬局
     岡山市北区西崎本町４－３６ 常　勤:    2営企画　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)青野　章 平25. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  217011,523,1 有限会社さくら薬局 〒701-0135 086-292-8777有限会社さくら薬局　佐藤　泰子 平25. 1. 1 薬局
     岡山市北区東花尻２５２－１ 常　勤:    1代表取締役　佐藤　泰 移転 現存
     (薬       1)子 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  218011,524,9 ユーカリ薬局清水店 〒703-8243 086-206-4377有限会社ハートフルメ小林　大悟 平25. 3. 1 薬局
     岡山市中区清水２９２－１ 常　勤:    4ディエイト　代表取締 新規 現存
     (薬       4)役　西依　貴施 平25. 3. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  219011,525,6 ファーマシィ藤原薬局〒703-8245 086-271-2888株式会社ファーマシィ小西　智 平25. 3. 1 薬局
     岡山市中区藤原２３－２２ 常　勤:    3　代表取締役　武田　 その他 現存
     (薬       3)宏 平25. 3. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  220011,527,2 マスカット薬局東古松〒700-0921 086-237-0099株式会社マスカット薬岡　泰子 平25. 4. 1 薬局
     店 岡山市北区東古松３－１－１１ 常　勤:    1局　代表取締役　高橋 新規 現存
     (薬       1)　正志 平25. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  221011,528,0 やまかわ薬局野田店 〒700-0971 086-239-8334株式会社　山川　代表篠 　芳子 平25. 6. 1 薬局
     岡山市北区野田３丁目１８－５２常　勤:    4取締役　山川　耕 新規 現存
     (薬       4) 平25. 6. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  222011,529,8 ひらまつ薬局 〒700-0913 086-226-1606ひらまつ薬局株式会社平松　修 平25. 7. 1 薬局
     岡山市北区大供１－３－２３　１常　勤:    1　代表取締役　平松　 組織変更 現存
     Ｆ (薬       1)修 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  223011,530,6 かえる薬局楢津店 〒701-1202 086-239-8280株式会社ヴェグフェル道田　圭一 平25. 8. 1 薬局
     岡山市北区楢津１２０３－４ 常　勤:    1ト　代表取締役　道田 新規 現存
     (薬       1)　圭一 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  224011,531,4 あかね薬局一宮店 〒701-1211 086-284-3866有限会社エムアンドア川原　敏幸 平25. 9. 2 薬局
     岡山市北区一宮５０８－３ 常　勤:    1ール　代表取締役　石 新規 現存
     (薬       1)井　美保 平25. 9. 2
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  225011,532,2 あおば薬局 〒704-8112 086-201-5888株式会社あおばファー藤田　泰明 平25. 9. 1 薬局
     岡山市東区西大寺上３－８－４２常　勤:    3マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       3)藤田　泰明 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  226011,533,0 あしたか薬局表町店 〒700-0822 086-221-1589有限会社青雲　代表取 山　幸恵 平25. 9. 1 薬局
     岡山市北区表町１－６－５６ 常　勤:    2締役　戸羽　光世 新規 現存
     (薬       2) 平25. 9. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  227011,535,5 ハマ薬局 〒703-8258 086-272-2004株式会社ジャパンメデ小坂　信也 平25.10.10 薬局
     岡山市中区西川原３０６－３ 常　勤:    2ィファ　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)中川　正江 平25.10.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  228011,536,3 はな薬局藤田店 〒701-0221 086-239-0866有限会社ＡＩＥ　代表大石　実芳 平25.11. 1 薬局
     岡山市南区藤田５６０－５１５ 常　勤:    2取締役　石川　道佳 新規 現存
     (薬       2) 平25.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
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  229011,538,9 阪神調剤薬局　岡山ハ〒703-8251 086-270-7175株式会社阪神調剤薬局吉田　順子 平25.11. 1 薬局
     ート店 岡山市中区竹田５４－５ 常　勤:    2　代表取締役　岩崎　 新規 現存
     (薬       2)壽毅 平25.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  230011,539,7 ハロー薬局 〒703-8223 086-278-2666株式会社ハローファー児山　恵 平25.12. 1 薬局
     岡山市中区長利１０３－６ 常　勤:    2マシー　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       2)児山　恵 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  231011,541,3 はな薬局妹尾店 〒701-0205 086-282-9939有限会社　ＡＩＥ　代大石　宏幸 平25.12. 1 薬局
     岡山市南区妹尾１１２０－７０ 常　勤:    3表取締役　石川　道佳 移転 現存
     (薬       3) 平25.12. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  232011,542,1 プラザワン薬局 〒700-0945 086-238-0098株式会社キートス　代森川　敦詞 平25.11.25 薬局
     岡山市南区新保１６１１－１２－常　勤:    3表取締役　森川　敦詞 その他 現存
     ２ (薬       3) 平25.11.25
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  233011,544,7 あしたか薬局雄町北店〒703-8204 086-278-1589有限会社青雲　代表取目黒　果恵 平26. 2. 1 薬局
     岡山市中区雄町３１３番１ 常　勤:    2締役　戸羽　光世 新規 現存
     (薬       2) 平26. 2. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  234011,545,4 さくら薬局江崎店 〒702-8005 086-206-6511さくらグループ株式会山田　翔一 平26. 4. 1 薬局
     岡山市中区江崎７８－４ 常　勤:    4社　代表取締役　平野 新規 現存
     (薬       4)　真実 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  235011,546,2 ザグザグ薬局　山崎店〒703-8267 086-200-2122株式会社ザグザグ　代渡辺　麻梨菜 平26. 3. 1 薬局
     岡山市中区山崎２６６－５ 常　勤:    1表取締役　森　信 新規 現存
     (薬       1) 平26. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  236011,547,0 スマイル薬局上道店 〒709-0626 086-953-4775株式会社岡山医学検査平田　裕樹 平26. 4. 1 薬局
     岡山市東区中尾６４６－７ 常　勤:    2センター　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　矢吹　数男 平26. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  237011,548,8 岡山平成薬局城東台店〒709-0624 086-238-4002株式会社オーシャン　髙祖　操 平26. 4. 1 薬局
     岡山市東区城東台西２－６－４ 常　勤:    1代表取締役　水嶋　賢 新規 現存
     (薬       1)介 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  238011,549,6 あかり薬局富田店 〒700-0936 086-236-0200株式会社あかりファー岩野　智美 平26. 4. 1 薬局
     岡山市北区富田４１１－６ 常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)岩野　寛樹 平26. 4. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  239011,550,4 赤松薬局古京店 〒703-8278 086-237-0605有限会社赤松薬局　代末宗　悠生 平26. 4. 1 薬局
     岡山市中区古京町１－４－３２－常　勤:    2表取締役　赤松　昌夫 新規 現存
     １ (薬       2) 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  240011,551,2 ザグザグ薬局　妹尾店〒701-0205 086-281-0102株式会社　ザグザグ　岡本　崇 平26. 5. 3他   薬局
     岡山市南区妹尾１８８３番地１ 常　勤:    1代表取締役　森　信 移転 現存
     (薬       1) 平26. 5. 3
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  241011,552,0 ザグザグ薬局　北長瀬〒700-0962 086-805-0180株式会社　ザグザグ　福田　剛 平26. 6. 2 薬局
     店 岡山市北区北長瀬表町三丁目２番常　勤:    1代表取締役　森　信 新規 現存
     １号 (薬       1) 平26. 6. 2
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  242011,553,8 やまかわ薬局　中山下〒700-0821 086-231-0432株式会社　山川　代表金谷　恭子 平26. 6. 1 薬局
     店 岡山市北区中山下二丁目５－３８常　勤:    2取締役　山川　耕 交代 現存
     (薬       2) 平26. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  243011,555,3 くまぎし薬局 〒702-8022 086-250-3100株式会社熊岸薬局　代熊岸　敬晃 平26. 9. 1 薬局
     岡山市南区福成一丁目１６７－１常　勤:    3表取締役　熊岸　敬晃 組織変更 現存
     ５ (薬       3) 平26. 9. 1
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  244011,556,1 足高薬局下石井店 〒700-0907 086-227-1189有限会社足高メディカ金澤　正実 平26.10. 1 薬局
     岡山市北区下石井二丁目８－６三常　勤:    1ルセンター　代表取締 新規 現存
     木第一ビル (薬       1)役　平本　和義 平26.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  245011,557,9 ザグザグ薬局北方店 〒700-0803 086-801-5270株式会社ザグザグ　代柴田　浩子 平26.11. 1 薬局
     岡山市北区北方二丁目１－２４ 常　勤:    1表取締役　森　信 新規 現存
     (薬       1) 平26.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  246011,558,7 めばえ薬局 〒703-8205 086-275-3901株式会社Ｍｅｄｉｃａ白重　俊介 平26.11. 1 薬局
     岡山市中区中井２８５番地５ 常　勤:    2ｌ　ＭｏＭｏ　代表取 新規 現存
     (薬       2)締役　白重　俊介 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  247011,560,3 ももたろう薬局中原店〒701-2155 086-275-1432有限会社ももたろう薬加地　喜美代 平26.12. 1 薬局
     岡山市北区中原１４２－８ 常　勤:    1局　代表取締役　蜂谷 新規 現存
     (薬       1)　剛平 平26.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  248011,562,9 ザグザグ薬局西市店 〒700-0953 086-805-8882株式会社ザグザグ　代関　裕輔 平26.12. 1 薬局
     岡山市南区西市５８５－１ 常　勤:    1表取締役　森　信 新規 現存
     (薬       1) 平26.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  249011,563,7 イオン薬局岡山店 〒700-0907 086-803-6600イオンリテール株式会荒木　麻衣子 平26.11.29 薬局
     岡山市北区下石井一丁目２番１号常　勤:   16社　代表取締役　岡崎 新規 現存
     (薬      16)　双一 平26.11.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  250011,564,5 金光薬局岡南店 〒702-8053 086-262-9710金光薬品株式会社　代堀内　鈴子 平26.11.25 薬局
     岡山市南区築港栄町１９－２ 常　勤:    5表取締役　北山　佑二 移転 現存
     (薬       5) 平26.11.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  251011,565,2 そうごう薬局Ｐモール〒701-0221 086-259-2271総合メディカル株式会濵田　透 平27. 1. 1 薬局
     藤田店 岡山市南区藤田５６０番５１８ 常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平27. 1. 1
     非常勤:   31
     (薬      31)
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  252011,566,0 エスマイル薬局目黒店〒704-8171 086-944-2020株式会社エスマイル　髙橋　俊和 平27. 3. 1 薬局
     岡山市東区目黒町１２－１ 常　勤:    3代表取締役　中村　勝 新規 現存
     (薬       3)洋 平27. 3. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  253011,568,6 けしごやま薬局 〒704-8183 086-942-1124株式会社ケイ・クリエ山根　益美 平27. 3. 1 薬局
     岡山市東区西大寺松崎１７６－９常　勤:    1イト　代表取締役　小 交代 現存
     (薬       1)山　敏章 平27. 3. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  254011,569,4 竹水堂薬局中島店 〒703-8252 086-201-1551有限会社竹水堂薬局　山本　利恵 平27. 4. 1 薬局
     岡山市中区中島６８－４ 常　勤:    3代表取締役　森　雅子 新規 現存
     (薬       3) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  255011,570,2 きたぞの薬局岡大病院〒700-0906 086-234-5217株式会社北園調剤薬局西岡　ちはる 平27. 4. 1 薬局
     前店 岡山市北区大学町３－１０ 常　勤:    5　代表取締役　松永　 交代 現存
     (薬       5)直樹 平27. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  256011,571,0 福泊薬局 〒703-8262 086-276-2611株式会社ノートル・フ佐々木　一之 平27. 4. 1 薬局
     岡山市中区福泊２５８－４ 常　勤:    1ァルマ　代表取締役　 交代 現存
     (薬       1)佐々木　一之 平27. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  257011,575,1 日本調剤北長瀬薬局 〒700-0962 086-242-3131日本調剤株式会社　代日髙　亮司 平27. 5. 1 薬局
     岡山市北区北長瀬表町３丁目１番常　勤:    6表取締役　三津原　博 移転 現存
     １号 (薬       6) 平27. 5. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  258011,576,9 成広薬局金川店 〒709-2133 086-724-5150株式会社成広薬局　代成廣　紀子 平27. 5. 7 薬局
     岡山市北区御津金川４４９－２ 常　勤:    2表取締役　成廣　和朗 移転 現存
     (薬       2) 平27. 5. 7
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  259011,577,7 ＡＢＣ薬局 〒700-0808 086-206-6001有限会社アウルメディ貝原　由恵 平27. 6. 1 薬局
     岡山市北区大和町２丁目４－３０常　勤:    1カルサービス　代表取 新規 現存
     スペイン通り１Ｆ北Ａ－１ (薬       1)締役　豊福　幸雄 平27. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  260011,578,5 あおやま薬局岡南店 〒700-0866 086-803-2182株式会社ニック　代表中谷　清紀 平27. 6. 1 薬局
     岡山市北区岡南町１－５－２ 常　勤:    2取締役　 川　正男 交代 現存
     (薬       2) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  261011,579,3 金光薬局津島店 〒700-0080 086-214-5225金光薬品株式会社　代高見　かおり 平27. 8. 1 薬局
     岡山市北区津島福居１丁目２番１常　勤:    2表取締役　北山　佑二 新規 現存
     ７号 (薬       2) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  262011,580,1 富永薬局福浜店 〒702-8034 086-239-7196有限会社富永薬局　取練尾　恵一 平27. 8. 1 薬局
     岡山市南区福浜西町６番１７号 常　勤:    1締役社長　富永　護 新規 現存
     (薬       1) 平27. 8. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  263011,581,9 ひなた薬局 〒700-0821 086-224-2227株式会社久備　代表取秋山　誠樹 平27. 9. 1 薬局
     岡山市北区中山下１丁目９－５０常　勤:    2締役　久松　哲生 新規 現存
     (薬       2) 平27. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  264011,584,3 くすりのラブ薬局三浜〒702-8037 086-262-8134株式会社マツモトキヨ宮崎　弥生 平27.10. 1 薬局
     店 岡山市南区千鳥町６－３ 常　勤:    4シ中四国販売　代表取 交代 現存
     (薬       4)締役　上村　浩司 平27.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  265011,585,0 くすりのラブ薬局平井〒703-8282 086-274-2820株式会社マツモトキヨ鈴木　彰子 平27.10. 1 薬局
     店 岡山市中区平井７丁目３－５ 常　勤:    3シ中四国販売　代表取 交代 現存
     (薬       3)締役　上村　浩司 平27.10. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  266011,586,8 くすりのラブ薬局奥田〒700-0934 086-235-2903株式会社マツモトキヨ金谷　灯 平27.10. 1 薬局
     店 岡山市北区奥田南町７－３９ 常　勤:    5シ中四国販売　代表取 交代 現存
     (薬       5)締役　上村　浩司 平27.10. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［岡山県］

［平成30年 6月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成30年 6月 4日作成    37 頁

  267011,587,6 調剤薬局マツモトキヨ〒700-0827 086-235-8866株式会社マツモトキヨ本江　誠 平27.10. 1 薬局
     シ平和町店 岡山市北区平和町５－１ 常　勤:    3シ中四国販売　代表取 交代 現存
     (薬       3)締役　上村　浩司 平27.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  268011,588,4 くすりのラブ薬局福田〒702-8021 086-265-5938株式会社マツモトキヨ大野　真由子 平27.10. 1 薬局
     店 岡山市南区福田２２７－２３ 常　勤:    6シ中四国販売　代表取 交代 現存
     (薬       6)締役　上村　浩司 平27.10. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  269011,589,2 くすりのラブ薬局岡南〒702-8056 086-902-0028株式会社マツモトキヨ定金　浩嗣 平27.10. 1 薬局
     店 岡山市南区築港新町１丁目１－６常　勤:    5シ中四国販売　代表取 交代 現存
     (薬       5)締役　上村　浩司 平27.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  270011,590,0 くすりのラブ薬局国立〒701-1154 086-294-7200株式会社マツモトキヨ安西　伸浩 平27.10. 1 薬局
     病院前店 岡山市北区田益１７０５－１ 常　勤:    7シ中四国販売　代表取 交代 現存
     (薬       7)締役　上村　浩司 平27.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  271011,591,8 くすりのラブ薬局田中〒700-0951 086-245-4700株式会社マツモトキヨ中井　麻衣子 平27.10. 1 薬局
     店 岡山市北区田中１３４－１０２ 常　勤:    2シ中四国販売　代表取 交代 現存
     (薬       2)締役　上村　浩司 平27.10. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  272011,592,6 リード薬局 〒700-0971 086-805-1360株式会社タイオン３６内田　昌宏 平27.11. 1 薬局
     岡山市北区野田１丁目９－１０４常　勤:    4５　代表取締役　藤井 新規 現存
     (薬       4)　大温 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  273011,593,4 アイン薬局岡山北店 〒700-0052 086-255-6203株式会社アインファー重政　順子 平27.11. 1 薬局
     岡山市北区下伊福２丁目１－１５常　勤:    1マシーズ　代表取締役 交代 現存
     (薬       1)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  274011,594,2 アイン薬局岡山厚生店〒700-0986 086-259-1515株式会社アインファー木田　純子 平27.11. 1 薬局
     岡山市北区新屋敷町１丁目２－１常　勤:    2マシーズ　代表取締役 交代 現存
     先 (薬       2)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  275011,595,9 妹尾薬局 〒700-0933 086-223-4187株式会社エスマイル　保井　雅史 平27.12. 1 薬局
     岡山市北区奥田２丁目８－１０ 常　勤:    1代表取締役　中村　勝 交代 現存
     (薬       1)洋 平27.12. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  276011,596,7 なの花薬局岡山三浜店〒702-8036 086-263-2022株式会社共栄ファーマ山岸　保 平27.12. 1 薬局
     岡山市南区三浜町２丁目１－３２常　勤:    2シー　代表取締役　宇 交代 現存
     (薬       2)野　光裕 平27.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  277011,597,5 サカエ薬局瀬戸店 〒709-0855 086-201-0125株式会社メディカメン藤井　佑太 平28. 1. 1 薬局
     岡山市東区瀬戸町沖２１０－９ 常　勤:    3ト　代表取締役　役重 移転 現存
     (薬       3)　昌広 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  278011,598,3 そうごう薬局倉田店 〒703-8265 086-201-2781総合メディカル株式会百田　匡宏 平28. 3. 1 薬局
     岡山市中区倉田２４１－３７ 常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平28. 3. 1
     非常勤:   29
     (薬      29)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  279011,599,1 おかやま薬局益野店 〒704-8175 086-201-2562株式会社オカイ・メデ森川　輝 平28. 4. 1 薬局
     岡山市東区益野町２５１－１０ 常　勤:    2ィカル・ファーマシー 新規 現存
     (薬       2)　代表取締役　中川　 平28. 4. 1
     非常勤:    6宏
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  280011,600,7 サカエ薬局中山下店 〒700-0821 086-206-4520株式会社メディカメン大橋　智子 平28. 4. 1 薬局
     岡山市北区中山下１丁目６－９ 常　勤:    3ト　代表取締役　役重 新規 現存
     (薬       3)　昌広 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［岡山県］

［平成30年 6月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成30年 6月 4日作成    39 頁

  281011,601,5 柿の木薬局 〒700-0862 086-234-7676株式会社よしこの　代藤巻　浩二 平28. 4. 1 薬局
     岡山市北区清輝本町３－３０ 常　勤:    1表取締役　藤巻　浩二 交代 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  282011,602,3 金光薬局岡山西大寺病〒704-8194 086-942-3311金光薬品株式会社　代綱島　朋敬 平28. 5. 1 薬局
     院前店 岡山市東区金岡東町一丁目１－７常　勤:    5表取締役　北山　佑二 新規 現存
     ９ (薬       5) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  283011,603,1 やまかわ薬局松浜店 〒702-8038 086-261-5030株式会社山川　代表取西野　勝己 平28. 5. 1 薬局
     岡山市南区松浜町１－１２ 常　勤:    2締役　山川　耕 交代 現存
     (薬       2) 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  284011,604,9 やまかわ薬局庭瀬店 〒701-0151 086-292-6083株式会社山川　代表取安田　雄貴 平28. 7. 1 薬局
     岡山市北区平野８５０－１ 常　勤:    2締役　山川　耕 交代 現存
     (薬       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  285011,605,6 れもん薬局 〒701-1203 086-284-8890株式会社ＰＦＰ　代表山地　宏江 平28. 8. 1 薬局
     岡山市北区一宮山崎２７５－９ 常　勤:    2取締役　上田　晃司 新規 現存
     (薬       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  286011,606,4 くにとみ薬局 〒700-0901 086-238-2498有限会社　樹　代表取國冨　龍樹 平28. 9. 1 薬局
     岡山市北区本町６－３６第一セン常　勤:    2締役　國冨　龍樹 新規 現存
     トラルビル６Ｆ (薬       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  287011,607,2 虹いろ薬局本店 〒703-8288 086-270-0400株式会社協同プランニ古南　佳子 平28. 8. 1 薬局
     岡山市中区赤坂本町１－１２ 常　勤:    1ング　代表取締役　河 移転 現存
     (薬       1)﨑　由枝 平28. 8. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  288011,608,0 おざき薬局津島店 〒700-0085 086-259-5201平井メディケアサービ津田　洋子 平28. 9. 1 薬局
     岡山市北区津島南２丁目６－４９常　勤:    2ス株式会社　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　尾嵜　亮典 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  289011,609,8 ザグザグ薬局西大寺店〒704-8191 086-944-5711株式会社ザグザグ　代山本　悠 平28. 9. 1 薬局
     岡山市東区西大寺中野９３０－１常　勤:    1表取締役　森　信 新規 現存
     (薬       1) 平28. 9. 1
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  290011,610,6 足高薬局福吉店 〒702-8048 086-264-1589有限会社足高メディカ立藤　佳子 平28.10. 1 薬局
     岡山市南区福吉町１９－２４ 常　勤:    1ルセンター　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　平本　和義 平28.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  291011,611,4 ププレひまわり薬局下〒700-0973 086-805-7188株式会社ププレひまわ橋本　優子 平28. 9. 1 薬局
     中野店 岡山市北区下中野３４２－１０１常　勤:    2り　代表取締役　梶原 交代 現存
     (薬       2)　秀樹 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  292011,612,2 長栄薬局 〒701-1464 086-295-0303株式会社明伸会　代表松尾　恭子 平28.10. 1 薬局
     岡山市北区下足守１９０２番地１常　勤:    2取締役　松尾　恭子 交代 現存
     (薬       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  293011,613,0 いほり薬局岡山西バイ〒700-0951 086-246-1558株式会社空庵　代表取加倉井　元子 平28.12. 1 薬局
     パス店 岡山市北区田中６２５－８ 常　勤:    2締役　庵谷　哲也 新規 現存
     (薬       2) 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  294011,614,8 虹いろ薬局大野辻店 〒700-0975 086-230-7300株式会社協同プランニ河野　健太郎 平28.12. 1 薬局
     岡山市北区今３丁目１８－３０ 常　勤:    1ング　代表取締役　河 新規 現存
     (薬       1)﨑　由枝 平28.12. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  295011,615,5 コージィ薬局 〒703-8232 086-201-2425有限会社Ｍ・Ｎ・Ｆ　三島　康志 平29. 1.28 薬局
     岡山市中区関４３６－７ 常　勤:    2代表取締役　三島　康 新規 現存
     (薬       2)志 平29. 1.28
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  296011,616,3 サカエ薬局岡山駅前店〒700-0901 086-230-1605株式会社メディカメン延原　崇之 平29. 2. 1 薬局
     岡山市北区本町１－１８ 常　勤:    3ト　代表取締役　役重 新規 現存
     (薬       3)　昌広 平29. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  297011,617,1 よつば薬局 〒702-8043 086-261-8220株式会社ケイ・クリエ黒紙　崇彰 平29. 2. 1 薬局
     岡山市南区平福１丁目１３－１８常　勤:    1イト　代表取締役　小 交代 現存
     (薬       1)山　敏章 平29. 2. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  298011,618,9 コスモス薬局西大寺店〒704-8174 086-944-8567有限会社友愛薬局　取向田　浩輔 平29. 4. 1 薬局
     岡山市東区松新町７１－１ 常　勤:    1締役　久保　宏之 交代 現存
     (薬       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  299011,619,7 あかり薬局上南店 〒704-8166 086-948-5855株式会社あかりファー山口　知枝 平29. 7. 1 薬局
     岡山市東区君津３２０－１ 常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)岩野　寛樹 平29. 7. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  300011,620,5 Ｎ薬局本店 〒703-8241 086-238-7062株式会社ネクスト　代河田　真由美 平29. 7. 1 薬局
     岡山市中区高島新屋敷８４－１ 常　勤:    1表取締役　岸本　尚子 交代 現存
     (薬       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  301011,621,3 Ｎ薬局北長瀬店 〒700-0962 086-259-5717株式会社ネクスト　代砂古口　裕佳子 平29. 7. 1 薬局
     岡山市北区北長瀬表町三丁目１０常　勤:    1表取締役　岸本　尚子 交代 現存
     －２ (薬       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  302011,622,1 おくすりカフェちいず〒701-0211 086-209-1521株式会社ケアナチュレ沖永　亜佑美 平29. 8.29 薬局
     薬局 岡山市南区東畦１６４－９ 常　勤:    1　代表取締役　白重　 新規 現存
     (薬       1)俊介 平29. 8.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  303011,623,9 Ｅ薬局竜操店 〒703-8233 086-272-0895株式会社モシモシ　代西宮　祐輔 平29. 8. 1 薬局
     岡山市中区高屋３４２ 常　勤:    1表取締役　梅原　この 交代 現存
     (薬       1)み 平29. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  304011,624,7 かえる薬局大安寺店 〒700-0064 086-251-6667株式会社ヴェグフェル杉本　勝良 平29. 8. 1 薬局
     岡山市北区大安寺南町一丁目３－常　勤:    1ト　代表取締役　道田 交代 現存
     ５ (薬       1)　圭一 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  305011,626,2 ひかり薬局中野ゆめ店〒704-8191 086-944-5705株式会社ひかり薬局　寺坂　雄一 平29.11. 1 薬局
     岡山市東区西大寺中野１７０－１常　勤:    2代表取締役　加藤　章 新規 現存
     ０ (薬       2)則 平29.11. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  306011,627,0 さくらんぼ薬局倉田店〒703-8265 086-239-6981株式会社ミルキーファ南　昌宏 平29.10. 1 薬局
     岡山市中区倉田５０８－１８ 常　勤:    1ーマシー　代表取締役 交代 現存
     (薬       1)　松山　喜範 平29.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  307011,628,8 虹いろ薬局駅元店 〒700-0024 086-251-3040株式会社協同プランニ友野　聡 平29.10. 1 薬局
     岡山市北区駅元町１７－３　コム常　勤:    1ング　代表取締役　河 移転 現存
     コム駅西館１Ｆ (薬       1)﨑　由枝 平29.10. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  308011,629,6 サカエ薬局幸町店 〒700-0903 086-224-7119株式会社メディカメン浅沼　淑恵 平29.10. 8 薬局
     岡山市北区幸町４－１８ 常　勤:    2ト　代表取締役　役重 交代 現存
     (薬       2)　昌広 平29.10. 8
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  309011,630,4 築港ユアサ薬局 〒702-8055 086-263-8545株式会社ユアサ薬局　 脇　由美子 平29.12.11 薬局
     岡山市南区築港緑町一丁目１５－常　勤:    3代表取締役　湯浅　勇 移転 現存
     １ (薬       3)巳 平29.12.11
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  310011,631,2 やまかわ薬局本町店 〒700-0901 086-238-3888株式会社山川　代表取中熊　貴子 平30. 1.10 薬局
     岡山市北区本町５－２０　岡山高常　勤:    2締役　山川　耕 新規 現存
     島屋東館２階 (薬       2) 平30. 1.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  311011,632,0 あおぞら薬局問屋町店〒700-0977 086-236-8601株式会社ライジング企川村　裕賀 平30. 2. 1 薬局
     岡山市北区問屋町２１－１０４ 常　勤:    1画広島　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)鈴木　明 平30. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  312011,633,8 もも薬局 〒709-1216 086-259-5788株式会社プロビジョン西依　砂織 平30. 4. 1 薬局
     岡山市南区宗津９２９－１ 常　勤:    1メディコス　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　森永　純有 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  313011,634,6 みのり薬局辰巳店 〒700-0976 086-239-1322有限会社みのり　代表小銭　未緒 平30. 5. 7 薬局
     岡山市北区辰巳７－１１１ 常　勤:    2取締役　小島　美穂子 新規 現存
     (薬       2) 平30. 5. 7
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  314011,635,3 おざき薬局芳泉店 〒702-8027 086-236-6070平井メディケアサービ井口　淳 平30. 5. 1 薬局
     岡山市南区芳泉二丁目１７－２５常　勤:    1ス株式会社　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　尾嵜　亮典 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  315020,057,9 児島薬局 〒711-0936 086-473-2742眞壁　東 眞壁　昌子 昭47. 1. 1 薬局
     倉敷市児島柳田町１７６－３ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  316020,067,8 赤木薬局 〒710-0816 086-421-2003赤木　恵子 赤木　恵子 昭49.11. 1 薬局
     倉敷市八王寺町１４９－５ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  317020,074,4 漢方神薬堂 〒710-0803 086-465-7247原田　勝弥 原田　勝弥 昭50. 3. 1 薬局
     倉敷市中島８１６－１ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  318020,094,2 こにし薬局 〒710-0062 086-422-3889小西　由利子 小西　由利子 昭53. 9. 1 薬局
     倉敷市浜町２－８－８ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  319020,095,9 渡辺薬局 〒710-0841 086-421-1811渡辺　幸子 渡辺　幸子 昭53.10. 1 薬局
     倉敷市堀南７３５－７ 常　勤:    1 休止
     (薬       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  320020,098,3 ワコー薬局 〒712-8058 086-448-1040岡野　嘉明 岡野　嘉明 昭54. 4. 1 薬局
     倉敷市水島東常盤町２の１６ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
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  321020,101,5 王子薬局 〒711-0904 086-477-5596山辺　悦子 山辺　悦子 昭55. 3. 1 薬局
     倉敷市児島唐琴１－８－２５ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  322020,119,7 ワカバ薬局 〒710-0816 086-424-3390木山　裕子 木山　裕子 昭59.11. 1 薬局
     倉敷市八王寺町６７－１０ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  323020,121,3 大倉薬局 〒713-8121 086-522-4421大倉　良夫 大倉　良夫 昭60.11. 1 薬局
     倉敷市玉島阿賀崎１－２－３３ 常　勤:    3 現存
     (薬       3) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  324020,126,2 山崎薬局 〒712-8059 0864-44-9271木曽　孝子 木曽　孝子 昭63. 7.25 薬局
     倉敷市水島西常盤町１１－１６ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平30. 7.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  325020,144,5 北山薬局 〒710-0046 086-422-1702北山　裕子 北山　裕子 平 9. 1.20 薬局
     倉敷市中央２丁目３－２４ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平30. 1.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  326020,150,2 渡辺薬局 〒701-0102 086-462-0601渡邊　洋子 渡邊　洋子 平10. 1. 1他   薬局
     倉敷市庄新町９－１－１２ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  327020,153,6 村上薬局 〒710-0063 086-427-5339村上　茂樹 村上　茂樹 平12. 7.10 薬局
     倉敷市日ノ出町２丁目１－８ 常　勤:    1 移転 現存
     (薬       1) 平30. 7.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  328020,154,4 連島大熊薬局 〒712-8001 086-444-8023藤原　和子 藤原　和子 平12. 7.13 薬局
     倉敷市連島町西之浦１２ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平30. 7.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  329020,156,9 中祥薬局　庄パーク店〒701-0102 086-464-5591梅原　このみ 濵本　裕子 平13. 8. 1他   薬局
     倉敷市庄新町１－１－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  330020,159,3 オバタ薬局 〒713-8122 086-522-2590小幡　信作 小幡　信作 平15. 1. 1他   薬局
     倉敷市玉島中央町３－１２－８ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  331020,164,3 さくらんぼ薬局 〒710-0804 086-436-6630吉田　恵治 吉田　恵治 平19.12. 1 薬局
     倉敷市西阿知町新田６－２ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  332020,166,8 下之町薬局 〒711-0906 086-472-8570笠原　照久 笠原　照久 平20. 1. 1 薬局
     倉敷市児島下の町２－１４－１５常　勤:    1 移転 現存
     (薬       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  333021,013,1 （有）黒川薬局 〒711-0913 086-473-1165有限会社　黒川薬局　黒川　朔子 昭44.12.15 薬局
     倉敷市児島味野２丁目２－５１ 常　勤:    2代表取締役　難波　隆 現存
     (薬       2)志 平29.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  334021,034,7 わかくさ薬局 〒712-8001 086-448-9322有限会社中国メディカ脇田　喜洋子 昭54.11. 1 薬局
     倉敷市連島町西之浦３４０－１ 常　勤:    2ル　代表取締役　脇田 現存
     (薬       2)　喜洋子 平24.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  335021,058,6 梶谷薬局 〒710-0801 086-422-2363有限会社　梶谷薬局　兵藤　道子 昭58. 1. 1他   薬局
     倉敷市酒津２７３５ 常　勤:    1取締役　兵藤　道子 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  336021,063,6 有限会社田の口薬局 〒711-0903 086-477-8691有限会社田の口薬局　岡田　操 昭60. 6. 1 薬局
     倉敷市児島田の口３丁目１２番１常　勤:    1代表取締役　岡田　幹 現存
     ８号 (薬       1)夫 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  337021,065,1 足髙薬局　大高支店 〒710-0837 086-423-1189（有）足髙メディカル河本　いづみ 昭60.12. 1 薬局
     倉敷市沖新町９０－１ 常　勤:    1センター　代表取締役 現存
     (薬       1)　平本　和義 平27.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  338021,074,3 富永薬局　林 〒710-0142 086-470-2015有限会社富永調剤薬局萱谷　友子 昭63. 3. 1 薬局
     倉敷市林５１５ 常　勤:    1　代表取締役　富永　 現存
     (薬       1)民雄 平30. 3. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  339021,075,0 いずし薬局 〒711-0921 086-472-2009株式会社出石薬局　代出石　啓治 昭63. 4. 1 薬局
     倉敷市児島駅前１丁目８８番地 常　勤:    3表取締役　出石　啓治 現存
     (薬       3) 平30. 4. 1
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  340021,079,2 寿元堂薬局 〒710-0055 086-422-3518有限会社北山寿元堂薬北山　進三 平 2.11.30 薬局
     倉敷市阿知３丁目９－９ 常　勤:    3局　代表取締役　北山 現存
     (薬       3)　進三 平29.11.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  341021,082,6 下山薬局有限会社 〒710-0046 086-422-0641下山薬局（有）　代表下山　眞寛 平 4. 9. 7 薬局
     倉敷市中央１丁目７番８号 常　勤:    1取締役　下山　眞寛 現存
     (薬       1) 平28. 9. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  342021,086,7 吉宗薬局　本店 〒710-1101 086-428-4560株式会社ヨシムネ　代中原　広子 平 5. 9. 1 薬局
     倉敷市茶屋町３７５－７ 常　勤:    2表取締役　森上　秀敏 現存
     (薬       2) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  343021,091,7 庄薬局 〒701-0111 086-463-7744有限会社松村　代表取松村　隆司 平 6. 9. 1 薬局
     倉敷市上東６６０番地の５ 常　勤:    2締役　松村　隆司 現存
     (薬       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  344021,092,5 アオキ薬局 〒710-0803 086-466-0395（有）アオキ薬局　代青木　正人 平 6.11.28 薬局
     倉敷市中島２６４２－８ 常　勤:    1表取締役　青木　正人 現存
     (薬       1) 平27.11.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  345021,093,3 コーモト薬局　ＰーＭ〒713-8122 086-526-1576（有）コーモト薬局　廣本　育子 平 7. 3. 4 薬局
     ＡＬＬ店 倉敷市玉島中央町２－３－６ 常　勤:    2代表取締役　 本　篤 現存
     (薬       2) 平28. 3. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  346021,094,1 足高薬局　笹沖支店 〒710-0842 086-423-4189有限会社　足高メディ河内　陽子 平 7.12. 1 薬局
     倉敷市吉岡５５７－２８ 常　勤:    1カルセンター　代表取 現存
     (薬       1)締役　平本　和義 平28.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  347021,096,6 富永薬局　中島 〒710-0803 086-460-0282有限会社　富永調剤薬向井　浩子 平 8. 3. 1 薬局
     倉敷市中島字横江８５８－７ 常　勤:    1局　代表取締役　富永 現存
     (薬       1)　民雄 平29. 3. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  348021,098,2 有限会社　黒川薬局　〒711-0913 086-474-0028有限会社　黒川薬局　佐々木　真由美 平 8. 8. 1 薬局
     南店 倉敷市児島味野６丁目１－６ 常　勤:    1代表取締役　難波　隆 新規 現存
     (薬       1)志 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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  349021,100,6 日の出薬局　福島店 〒710-0014 086-463-2388シー・エイ・ピー株式高瀬　玲子 平 8. 8. 9 薬局
     倉敷市黒崎７２－１ 常　勤:    2会社　代表取締役　小 交代 現存
     (薬       2)西　貴久 平29. 8. 9
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  350021,101,4 日の出薬局　玉島店 〒710-0253 086-525-0127シー・エイ・ピー株式石橋　禎子 平 8. 8.26 薬局
     倉敷市新倉敷駅前３－７３－１ 常　勤:    1会社　代表取締役　小 交代 現存
     (薬       1)西　貴久 平29. 8.26
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  351021,105,5 日の出薬局　笹沖店 〒710-0834 086-430-0577シー・エイ・ピー株式花岡　信江 平 9. 4. 1 薬局
     倉敷市笹沖６１０－４ 常　勤:    2会社　代表取締役　小 新規 現存
     (薬       2)西　貴久 平30. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  352021,106,3 みずほ薬局　玉島店 〒713-8103 086-526-3941有限会社　プロジェク大西　栄治 平 9. 5. 1 薬局
     倉敷市玉島乙島６８６１－３ 常　勤:    2ト　代表取締役　松永 新規 現存
     (薬       2)　直樹 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  353021,108,9 わかば薬局　駅前店 〒711-0921 086-472-6400児島わかば薬局有限会勝樂　博子 平 9. 7. 1 薬局
     倉敷市児島駅前１丁目１０２番地常　勤:    2社　代表取締役　勝樂 移転 現存
     (薬       2)　眞一郎 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  354021,110,5 ちひろ薬局 〒710-0062 086-430-2205有限会社ミマキ　代表今野　共子 平 9.11. 1 薬局
     倉敷市浜町１丁目１５番３３号 常　勤:    3取締役　三牧　眞帆子 新規 現存
     (薬       3) 平24.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  355021,111,3 みのり薬局　藤戸店 〒710-0133 086-428-0223有限会社　かすみ　代北田　久子 平10. 2. 1他   薬局
     倉敷市藤戸町藤戸２－１１ 常　勤:    1表取締役　小島　美穂 新規 療養病床
     (薬       1)子 平28. 2. 1 現存
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  356021,115,4 日の出薬局　中庄店 〒710-0014 086-464-0077シー・エイ・ピー株式孝原　千枝美 平10. 4. 1 薬局
     倉敷市黒崎５６８－１５ 常　勤:    1会社　代表取締役　小 新規 現存
     (薬       1)西　貴久 平28. 4. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  357021,118,8 幸観堂薬局 〒711-0931 086-472-4848幸観堂薬品株式会社　山本　真一 平10. 7. 1 薬局
     倉敷市児島赤崎３丁目２００５－常　勤:    2代表取締役　山本　真 移転 現存
     １０ (薬       2)一 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  358021,120,4 イヨウ薬局　北畝店 〒712-8032 086-455-4696葦陽薬品株式会社　代阿部　真理子 平10. 9. 1 薬局
     倉敷市北畝２丁目２－１０ 常　勤:    1表取締役　中島　康隆 新規 現存
     (薬       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  359021,122,0 相互薬局　林店 〒710-0142 086-470-2227有限会社　相互薬局　植田　奈央子 平10. 9. 1 薬局
     倉敷市林３５５－１ 常　勤:    3代表取締役　堀野　将 新規 現存
     (薬       3)史 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  360021,123,8 サカエ薬局　児島店 〒711-0936 086-473-3741株式会社メディカメン河合　伸之 平10.11. 1 薬局
     倉敷市児島柳田町字遊田８６６番常　勤:    5ト　代表取締役　役重 新規 現存
     １７ (薬       5)　昌広 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  361021,125,3 金光薬局　大高店 〒710-0833 086-430-5395金光薬品株式会社　代藤原　孝子 平11. 9. 1他   薬局
     倉敷市西中新田２０－１４ 常　勤:    4表取締役　北山　佑二 新規 現存
     (薬       4) 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  362021,127,9 そうごう薬局　新倉敷〒713-8101 086-523-1151総合メデイカル株式会畑村　明彦 平11.12. 1 薬局
     店 倉敷市玉島上成５３９－７ 常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平29.12. 1
     非常勤:   31
     (薬      31)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  363021,128,7 児島ひかり薬局 〒711-0903 086-477-5822有限会社　ひびき　取橋本　真理子 平12. 1. 1 薬局
     倉敷市児島田の口１－３－５６ 常　勤:    1締役　橋本　真理子 新規 現存
     (薬       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  364021,129,5 コーモト薬局　富田店〒713-8113 086-522-2794有限会社　コーモト薬廣本　直 平12. 4. 1 薬局
     倉敷市玉島八島１７５７番１０ 常　勤:    2局　代表取締役　 本 新規 現存
     (薬       2)　篤 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  365021,131,1 コトウラ薬局 〒711-0906 086-472-9509有限会社　コトウラ薬阿部　一男 平12. 3.21 薬局
     倉敷市児島下の町１０丁目２－９常　勤:    2局　取締役　髙橋　正 移転 現存
     (薬       2)志 平30. 3.21
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  366021,133,7 スマイル薬局　児島下〒711-0906 086-474-8830株式会社　岡山医学検安藤　愛華 平12. 7. 1 薬局
     の町店 倉敷市児島下の町５－２－１５ 常　勤:    3査センター　代表取締 新規 現存
     (薬       3)役　矢吹　数男 平30. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  367021,135,2 水玉薬局 〒713-8125 086-528-2383有限会社　水玉薬局　吉川　隆通 平12. 7. 1 薬局
     倉敷市玉島勇崎１９５番３ 常　勤:    5代表取締役　藤澤　平 組織変更 現存
     (薬       5)八郎 平30. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  368021,136,0 アイ薬局　茶屋町店 〒710-1101 086-420-1755有限会社　アイ薬局　多田　遼太郎 平12. 9. 1 薬局
     倉敷市茶屋町１６０８ 常　勤:    1代表取締役　村木　理 新規 現存
     (薬       1)英 平24. 9. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  369021,145,1 アイビー薬局　水江 〒710-0802 086-460-3411有限会社ケイムズ・メ内藤　理恵子 平13. 8. 1他   薬局
     倉敷市水江１０３８－１ 常　勤:    2ディカ　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)松岡　裕之 平25. 8. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  370021,146,9 そうごう薬局　東塚店〒712-8044 086-450-3361総合メディカル株式会岡原　光孝 平13. 8. 1他   薬局
     倉敷市東塚５丁目４番２８号 常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平25. 8. 1
     非常勤:   30
     (薬      30)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  371021,147,7 ハート薬局 〒710-0816 086-435-8900有限会社　クローバー小松　美加 平13.10. 1 薬局
     倉敷市八王寺町字金貸１８０－３常　勤:    2薬局　代表取締役　千 新規 現存
     ８ (薬       2)神　哲也 平25.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  372021,148,5 日の出薬局 〒710-0048 086-423-3889シー・エイ・ピー株式宮本　孝子 平13.11.23 薬局
     倉敷市福島６９０－７ 常　勤:    3会社　代表取締役　小 移転 現存
     (薬       3)西　貴久 平25.11.23
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  373021,149,3 日の出薬局　大島店 〒710-0047 086-435-9123シー・エイ・ピー株式津下　緑 平14. 4. 1 薬局
     倉敷市大島３６４－１ 常　勤:    1会社　代表取締役　小 新規 現存
     (薬       1)西　貴久 平26. 4. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  374021,151,9 藤原薬局 〒712-8031 086-455-1211有限会社　藤原薬局　藤原　志のぶ 平14. 7. 1他   薬局
     倉敷市福田町浦田２３９１ 常　勤:    2取締役　藤原　志のぶ 組織変更 現存
     (薬       2) 平26. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  375021,154,3 児島ハーブ薬局 〒711-0923 086-470-6477有限会社フェム・ネッ西山　愼也 平14.12. 1他   薬局
     倉敷市児島阿津１丁目７－２２ 常　勤:    2ト　代表取締役　武田 新規 現存
     (薬       2)　照美 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  376021,155,0 イヨウ薬局　水島店 〒712-8063 086-447-8033葦陽薬品株式会社　代西久保　美子 平14.12. 1他   薬局
     倉敷市水島南幸町１－５ 常　勤:    1表取締役　中島　康隆 新規 現存
     (薬       1) 平26.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  377021,156,8 ちひろ薬局くらしき阿〒710-0055 086-422-5806有限会社ミマキ　代表床　恵子 平15. 1. 1他   薬局
     知店 倉敷市阿知３丁目２１－３８ 常　勤:    1取締役　三牧　眞帆子 新規 現存
     (薬       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  378021,157,6 富永薬局　白楽町 〒710-0824 086-435-2733株式会社　老松薬品　森永　洋一 平15. 1. 1他   薬局
     倉敷市白楽町５５６－２１ 常　勤:    1代表取締役　富永　民 新規 現存
     (薬       1)雄 平27. 1. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  379021,158,4 金光薬局　新倉敷店 〒710-0253 086-523-6566金光薬品株式会社　代萩原　純子 平15. 1. 1他   薬局
     倉敷市新倉敷駅前２－９０－２ 常　勤:    2表取締役　北山　佑二 新規 現存
     (薬       2) 平27. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  380021,160,0 日の出薬局　大高店 〒710-0837 086-423-6612コーニッシュ株式会社瓜田　恵子 平15. 3. 1他   薬局
     倉敷市沖新町８８－５ 常　勤:    1　代表取締役　小西　 新規 現存
     (薬       1)貴久 平27. 3. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  381021,161,8 虹の薬局　倉敷店 〒710-0065 086-435-0805株式会社倉敷健康企画守安　克明 平15. 3. 1他   薬局
     倉敷市宮前４７－１ 常　勤:    2　代表取締役　新中　 新規 現存
     (薬       2)信行 平27. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  382021,163,4 はじ薬局 〒713-8113 086-525-6683有限会社コンサルタン土師　由美 平15. 3. 1他   薬局
     倉敷市玉島八島１７４９－１ 常　勤:    1トハマ　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)土師　英樹 平27. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  383021,164,2 金光薬局　児島柳田店〒711-0936 086-474-9303金光薬品株式会社　代吉田　篤史 平15. 6. 1他   薬局
     倉敷市児島柳田町６１５ 常　勤:    3表取締役　北山　佑二 新規 現存
     (薬       3) 平27. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  384021,167,5 クレア薬局 〒710-0824 086-423-7065有限会社クレアファー古江　ちづ子 平16. 1. 1他   薬局
     倉敷市白楽町１２５－１２ 常　勤:    2マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)古江　ちづ子 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  385021,168,3 スマイル薬局　福田店〒712-8046 086-450-2233株式会社岡山医学検査亀山　未知 平16. 4. 1 薬局
     倉敷市福田町古新田８１３－５ 常　勤:    5センター　代表取締役 新規 現存
     (薬       5)　矢吹　数男 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  386021,173,3 アップル薬局　羽島店〒710-0043 086-427-3366有限会社アップル薬局内田　美和 平16. 9. 1 薬局
     倉敷市羽島２００－１１ 常　勤:    1　代表取締役　佐藤　 新規 現存
     (薬       1)元治 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  387021,174,1 虹の薬局　本店 〒712-8025 086-446-7755株式会社倉敷健康企画古池　奈々 平16.10. 1 薬局
     倉敷市水島南春日町６－２ 常　勤:    8　代表取締役　新中　 新規 現存
     (薬       8)信行 平28.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  388021,175,8 そうごう薬局　南春日〒712-8025 086-446-7751総合メディカル株式会齊藤　隼 平16.10. 1 薬局
     店 倉敷市水島南春日町６－３ 常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平28.10. 1
     非常勤:   37
     (薬      37)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  389021,178,2 富永薬局　笹沖 〒710-0834 086-426-7540株式会社　老松薬品　栗原　直和 平17. 2.12 薬局
     倉敷市笹沖３９０－１ 常　勤:    1代表取締役　富永　民 移転 現存
     (薬       1)雄 平29. 2.12
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  390021,179,0 ファーマシィ　くらし〒710-0831 086-435-9113株式会社ファーマシィ大﨑　友彰 平17. 3. 1 薬局
     き薬局 倉敷市田ノ上７３５－４ 常　勤:    2　代表取締役　武田　 新規 現存
     (薬       2)宏 平29. 3. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  391021,180,8 コーモト薬局　乙島店〒713-8102 086-522-1910有限会社コーモト薬局米田　瑞江 平17. 3.21 薬局
     倉敷市玉島２丁目２１－１５ 常　勤:    4　代表取締役　 本　 移転 現存
     (薬       4)篤 平29. 3.21
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  392021,181,6 ひまわり薬局 〒711-0912 086-470-5000グリーンファーマシー近藤　篤史 平17. 5. 1 薬局
     倉敷市児島小川町３６８５－３ 常　勤:    4株式会社　代表取締役 新規 現存
     (薬       4)　古川　健一郎 平29. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  393021,182,4 有限会社　なの花薬局〒710-0048 086-425-7087有限会社　なの花薬局竹内　貴子 平17. 5. 1 薬局
     倉敷市福島６７４－５ 常　勤:    3　取締役　矢木　真一 新規 現存
     (薬       3) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  394021,183,2 スマイル薬局　水島店〒712-8061 086-440-5751株式会社岡山医学検査佐藤　友基 平17. 6. 1 薬局
     倉敷市神田２－３－１ 常　勤:    7センター　代表取締役 新規 現存
     (薬       7)　矢吹　数男 平29. 6. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  395021,184,0 いちご薬局 〒710-0048 086-435-1501有限会社　たんぽぽ　松田　和子 平17. 7. 1 薬局
     倉敷市福島４９７－５ 常　勤:    2代表取締役　松田　和 組織変更 現存
     (薬       2)子 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  396021,186,5 ファーマシィさにぃ薬〒713-8126 086-528-0582株式会社　ファーマシ山下　修司 平17.12. 1 薬局
     局 倉敷市玉島黒崎３９１１－５ 常　勤:    1ィ　代表取締役　武田 新規 現存
     (薬       1)　宏 平29.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  397021,187,3 ミモザ薬局 〒710-0145 086-485-0783有限会社　ミモザ薬局藤原　清隆 平18. 3. 1 薬局
     倉敷市福江１１２－１ 常　勤:    1　取締役　藤原　清隆 新規 現存
     (薬       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  398021,188,1 ププレひまわり薬局中〒701-0114 086-461-2265株式会社　ププレひま村上　利枝 平18. 3. 1 薬局
     庄店 倉敷市松島１０９６－１ 常　勤:    1わり　代表取締役　梶 新規 現存
     (薬       1)原　秀樹 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  399021,189,9 大高薬局 〒710-0833 086-423-6668有限会社　オーク・メ橿　朋宏 平18. 4. 1 薬局
     倉敷市西中新田３１３－１２ 常　勤:    1ディカル　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　橿　朋宏 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  400021,191,5 金光薬局　倉敷店 〒710-0055 086-425-0501金光薬品株式会社　代谷澤　浩之 平18. 5.29 薬局
     倉敷市阿知２－５－１９ 常　勤:    2表取締役　北山　佑二 移転 現存
     (薬       2) 平30. 5.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  401021,192,3 マスカット薬局　倉敷〒710-0803 086-460-3254株式会社　マスカット北見　章 平18. 9. 1 薬局
     店 倉敷市中島８５８－６ 常　勤:    6薬局　代表取締役　高 新規 現存
     (薬       6)橋　正志 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  402021,196,4 幸観堂薬局　味野店 〒711-0913 086-474-8722幸観堂薬品株式会社　山本　八千代 平19. 2. 1 薬局
     倉敷市児島味野１－１－１５ 常　勤:    3代表取締役　山本　真 新規 現存
     (薬       3)一 平25. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  403021,197,2 ひまわり薬局加須山店〒710-0026 086-420-0050株式会社　ひまわり薬大西　正克 平19. 2. 1他   薬局
     倉敷市加須山２２４－６ 常　勤:    2局　代表取締役　高木 新規 現存
     (薬       2)　紀彦 平25. 2. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  404021,198,0 児島あい薬局 〒711-0921 086-474-8900有限会社　エス・ワイ森分　実加 平19. 2. 1他   薬局
     倉敷市児島駅前２－１９ 常　勤:    2　取締役　吉井　清治 新規 現存
     (薬       2) 平25. 2. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  405021,199,8 おかやま薬局　児島店〒711-0921 086-470-0151株式会社オカイ・メデ藤本　征嗣 平19. 3. 1 薬局
     倉敷市児島駅前１－１０４ 常　勤:    1ィカル・ファーマシー 新規 現存
     (薬       1)　代表取締役　中川　 平25. 3. 1
     非常勤:    2宏
     (薬       2)
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  406021,201,2 きび薬局　真備店 〒710-1306 0866-97-0405有限会社　きび薬品　渡邉　こずえ 平19. 9. 1他   薬局
     倉敷市真備町有井６２－１ 常　勤:    4代表取締役　津髙　篤 新規 現存
     (薬       4) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  407021,205,3 ハート薬局水島店 〒712-8059 086-445-0089有限会社　エクスプロ大森　志保 平20. 2. 1 薬局
     倉敷市水島西常盤町１０－１８－常　勤:    2ーラー　代表取締役　 新規 現存
     ７ (薬       2)千神　哲也 平26. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  408021,208,7 ソーク薬局福井店 〒710-0844 086-486-0335有限会社　ソークファ御藤　千代子 平20. 4. 7 薬局
     倉敷市福井１３－１ 常　勤:    1ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　塩見　裕樹 平26. 4. 7
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  409021,210,3 虹の薬局ちどり店 〒712-8065 086-448-4855株式会社倉敷健康企画今井　雄基 平20. 5. 1他   薬局
     倉敷市水島西千鳥町３－２１ノバ常　勤:    3　代表取締役　新中　 新規 現存
     シティ第１ビル１階 (薬       3)信行 平26. 5. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  410021,214,5 ライト薬局 〒711-0921 086-473-0005有限会社アウルメデイ石山　千絵 平20. 8. 1他   薬局
     倉敷市児島駅前１－９０ 常　勤:    3カルサービス　代表取 新規 現存
     (薬       3)締役　豊福　幸雄 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  411021,215,2 日の出薬局　イオンモ〒710-8560 086-430-1355シー・エイ・ピー株式友藤　昭夫 平20. 9. 1他   薬局
     ール倉敷店 倉敷市水江１番地 常　勤:    1会社　代表取締役　小 新規 現存
     (薬       1)西　貴久 平26. 9. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  412021,216,0 大手町薬局メディカル〒701-0111 086-463-7877有限会社　大手町薬局達脇　一人 平20.11. 1他   薬局
     トーラー 倉敷市上東１０５７－４ 常　勤:    2　代表取締役　松永　 新規 現存
     (薬       2)大輝 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  413021,218,6 スマイル薬局水島南店〒712-8055 086-436-6464株式会社岡山医学検査谷口　恵子 平20.12. 1他   薬局
     倉敷市南畝３－１－３５ 常　勤:    1センター　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　矢吹　数男 平26.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  414021,221,0 さくら薬局 〒713-8103 086-525-3266株式会社さくら　代表坂本　賢三 平21. 8. 1他   薬局
     倉敷市玉島乙島７１２５－６ 常　勤:    1取締役　坂本　賢三 新規 現存
     (薬       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  415021,223,6 金光薬局倉敷昭和店 〒710-0057 086-435-3020金光薬品株式会社　代川久保　睦美 平22. 4. 1 薬局
     倉敷市昭和２－４６０－２０ 常　勤:    5表取締役　北山　佑二 新規 現存
     (薬       5) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  416021,224,4 そうごう薬局水島中央〒712-8064 086-448-2301総合メディカル株式会中垣　貴裕 平22. 4. 1 薬局
     店 倉敷市水島青葉町２－４０ 常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平28. 4. 1
     非常勤:   60
     (薬      60)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  417021,226,9 富永薬局　新倉敷店 〒710-0253 086-697-5375株式会社　老松薬品　三宅　香織 平22. 6. 1 薬局
     倉敷市新倉敷駅前３－１３７ 常　勤:    1代表取締役　富永　民 新規 現存
     (薬       1)雄 平28. 6. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  418021,227,7 倉敷なかしま薬局 〒710-0803 086-441-4300株式会社西日本調剤　藤原　良一 平22. 9. 1 薬局
     倉敷市中島２５４３ 常　勤:    4代表取締役　則清　孝 新規 現存
     (薬       4)之 平28. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  419021,228,5 ドレミ薬局倉敷下庄店〒701-0112 086-697-6655有限会社ドレミ薬局　安本　和善 平22.10. 1 薬局
     倉敷市下庄４６５－５ 常　勤:    1代表取締役　川本つや 新規 現存
     (薬       1)子 平28.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  420021,229,3 そうごう薬局児島店 〒711-0937 086-474-2161総合メディカル株式会濵田　真希 平22.10. 1 薬局
     倉敷市児島稗田町１８３８－１ 常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平28.10. 1
     非常勤:   30
     (薬      30)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  421021,230,1 ハート薬局中島店 〒710-0803 086-460-1800有限会社クローバー薬田野口　純子 平22.11. 1 薬局
     倉敷市中島３０１２－３ 常　勤:    3局　代表取締役　千神 移転 現存
     (薬       3)　哲也 平28.11. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  422021,231,9 大手町薬局メディカル〒710-0003 086-441-0388有限会社大手町薬局　門脇　健太 平22.11. 1 薬局
     アンク 倉敷市平田４０３－１１ 常　勤:    2代表取締役　松永　大 新規 現存
     (薬       2)輝 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  423021,235,0 オール薬局倉敷店 〒710-0038 086-435-5888マイライフ株式会社　古畑　星弥 平23. 8. 1 薬局
     倉敷市新田２５０８－１６ 常　勤:    1代表取締役　糸賀　誠 新規 現存
     (薬       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  424021,237,6 イオン薬局倉敷店 〒710-8560 086-430-5096イオンリテール株式会坪田　成央 平23.10. 1 薬局
     倉敷市水江１ 常　勤:    7社　代表取締役　岡崎 新規 現存
     (薬       7)　双一 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  425021,239,2 どんぐり薬局 〒710-0014 086-486-0068株式会社エスマイル　黒田　哲矢 平23.10. 1 薬局
     倉敷市黒崎２６－１ 常　勤:    3代表取締役　中村　勝 交代 現存
     (薬       3)洋 平29.10. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  426021,240,0 ウイズ薬局児島店 〒711-0913 086-474-9800株式会社エスマイル　中山　敏恵 平23.10. 1 薬局
     倉敷市児島味野１－１－９ 常　勤:    4代表取締役　中村　勝 交代 現存
     (薬       4)洋 平29.10. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  427021,241,8 らくだ薬局茶屋町店 〒710-1101 086-441-6755株式会社らくだ薬局　五島　俊作 平23.10. 1 薬局
     倉敷市茶屋町４９４－６ 常　勤:    1代表取締役　五島　俊 新規 現存
     (薬       1)作 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  428021,242,6 クオール薬局倉敷店 〒710-0803 086-460-3489クオール株式会社　代八田　真季 平24. 3. 1 薬局
     倉敷市中島２３４０－７０ 常　勤:    1表取締役　中村　敬 新規 現存
     (薬       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  429021,244,2 パステル薬局花の街店〒710-0061 086-441-5151有限会社フアーマシー原田　愛子 平24. 4. 1 薬局
     倉敷市浜ノ茶屋３１７－３４ 常　勤:    2　代表取締役　神田　 新規 現存
     (薬       2)洋志 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  430021,245,9 金光薬局新倉敷西店 〒710-0253 086-525-1138金光薬品株式会社　代友藤　里美 平24. 5. 1 薬局
     倉敷市新倉敷駅前５－６９ 常　勤:    3表取締役　北山　佑二 新規 現存
     (薬       3) 平30. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  431021,246,7 そうごう薬局中庄店 〒710-0016 086-461-1171総合メディカル株式会宮本　慶子 平24. 8. 1 薬局
     倉敷市中庄字岩才３５３８－１ 常　勤:    2社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       2)　賢治 平24. 8. 1
     非常勤:   39
     (薬      39)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  432021,247,5 サエラ薬局倉敷２号店〒710-0826 086-441-6500株式会社サエラ　代表山下　聖 平24. 9. 1 薬局
     倉敷市老松町４－２－４４ 常　勤:    3取締役　小池　由久 新規 現存
     (薬       3) 平24. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  433021,248,3 いほり薬局 〒710-0133 086-428-7118株式会社空庵　代表取石原　範子 平24.12. 1 薬局
     倉敷市藤戸町藤戸１３８４－３ 常　勤:    3締役　庵谷　哲也 新規 現存
     (薬       3) 平24.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  434021,249,1 ふなお薬局 〒710-0261 086-552-5101株式会社西日本調剤　小川　博義 平25. 1. 4 薬局
     倉敷市船穂町船穂５１ 常　勤:    1代表取締役　則清　孝 新規 現存
     (薬       1)之 平25. 1. 4
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  435021,250,9 トマト薬局大島店 〒710-0047 086-476-7733株式会社トマト　代表林　美智子 平25. 2. 1 薬局
     倉敷市大島５３６－２ 常　勤:    7取締役　菊田　基 新規 現存
     (薬       7) 平25. 2. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  436021,251,7 日の出薬局白楽町店 〒710-0824 086-435-3889シー・エイ・ピー株式池野　昌樹 平25. 4. 1 薬局
     倉敷市白楽町１７４－３ 常　勤:    2会社　代表取締役　小 新規 現存
     (薬       2)西　貴久 平25. 4. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  437021,252,5 スマイル薬局北畝店 〒712-8032 086-486-2663株式会社岡山医学検査藤原　由貴 平25.11. 1 薬局
     倉敷市北畝７－３－６ 常　勤:    3センター　代表取締役 新規 現存
     (薬       3)社長　矢吹　数男 平25.11. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  438021,253,3 有限会社富士薬局 〒711-0917 086-472-9750有限会社富士薬局　代佐々木　ゆかり 平25.11. 5 薬局
     倉敷市児島味野上２－７－２５ 常　勤:    3表取締役　吉井　清治 移転 現存
     (薬       3) 平25.11. 5
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  439021,254,1 ゆたか薬局 〒710-1313 086-441-4272株式会社サネマサ　代宮島　明宏 平26. 3. 1 薬局
     倉敷市真備町川辺２０００－１１常　勤:    7表取締役　實政　裕 新規 現存
     (薬       7) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  440021,255,8 くすの木薬局 〒710-0026 086-441-2703株式会社西日本調剤　岡　慶一 平26. 4. 1 薬局
     倉敷市加須山２５４－１２ 常　勤:    1代表取締役　則清　孝 新規 現存
     (薬       1)之 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  441021,256,6 アイプラス薬局　児島〒711-0922 086-486-3751株式会社　福山臨床検山下　ひとみ 平26. 6. 1 薬局
     店 倉敷市児島元浜町７８３－６ 常　勤:    2査センター　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　近本　陽一 平26. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  442021,259,0 とみなが薬局美和店 〒710-0052 086-421-6531有限会社富永薬局　取安達　桂子 平26.11. 1 薬局
     倉敷市美和２－１３－２１ 常　勤:    1締役社長　富永　護 交代 現存
     (薬       1) 平26.11. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  443021,260,8 ケンセイ薬局 〒713-8121 086-525-0909有限会社岡山健成　代太田　和宏 平26.12. 1 薬局
     倉敷市玉島阿賀崎２－１－５ 常　勤:    3表取締役　村尾　直樹 移転 現存
     (薬       3) 平26.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  444021,261,6 虹の薬局玉島店 〒713-8123 086-523-1701株式会社倉敷健康企画昌山　剛士 平26.12. 1 薬局
     倉敷市玉島柏島５２０９－１５ 常　勤:    3　代表取締役　新中　 移転 現存
     (薬       3)信行 平26.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  445021,263,2 ザグザグ薬局中庄店 〒710-0016 086-435-0367株式会社ザグザグ　代押見　淳子 平27. 5. 3 薬局
     倉敷市中庄７－１ 常　勤:    1表取締役　森　信 移転 現存
     (薬       1) 平27. 5. 3
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  446021,264,0 トマト薬局生坂店 〒710-0002 086-486-4361株式会社トマト　代表髙木　恭子 平27. 7. 1 薬局
     倉敷市生坂２２４９－１ 常　勤:    3取締役　菊田　基 新規 現存
     (薬       3) 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  447021,266,5 らくだ薬局 〒711-0906 086-470-6670有限会社エス・ワイ　岡野　真由子 平27. 8. 1 薬局
     倉敷市児島下の町１丁目１１－５常　勤:    1取締役　吉井　清治 交代 現存
     －４ (薬       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  448021,267,3 さくら薬局マスカット〒701-0114 086-486-5520さくらグループ株式会多田　智哉 平27. 9. 1 薬局
     店 倉敷市松島１１５４－２マルナカ常　勤:    6社　代表取締役　平野 新規 現存
     マスカット店ドーム棟２Ｆ (薬       6)　真実 平27. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  449021,268,1 富永薬局水島店 〒712-8051 086-441-2993有限会社富永調剤薬局若井　誠 平27.10. 1 薬局
     倉敷市中畝２丁目８－２１ 常　勤:    1　代表取締役　富永　 移転 現存
     (薬       1)民雄 平27.10. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  450021,269,9 エスマイル薬局八王寺〒710-0816 086-476-8890株式会社エスマイル　堀　晋一郎 平27.11. 1 薬局
     店 倉敷市八王寺町字大道南２８７－常　勤:    2代表取締役　中村　勝 新規 現存
     ４９ (薬       2)洋 平27.11. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  451021,270,7 やたの薬局 〒710-1301 086-697-5084株式会社ＨａｎｄＳ　原　哲之助 平27.12. 1 薬局
     倉敷市真備町箭田１１２８－４ 常　勤:    2代表取締役　原　哲之 新規 現存
     (薬       2)助 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  452021,271,5 アイン薬局倉敷駅前店〒710-0813 086-441-7160株式会社アインファー有馬　和希 平27.11. 1 薬局
     倉敷市寿町１－２６マツダパーキ常　勤:    1マシーズ　代表取締役 交代 現存
     ングビル１階 (薬       1)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  453021,272,3 レシピコーモト薬局 〒713-8102 086-525-5115有限会社コーモト薬局 本　洋子 平28. 1. 1 薬局
     倉敷市玉島１６５１－１ 常　勤:    2　代表取締役　 本　 新規 現存
     (薬       2)篤 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  454021,273,1 なの花薬局新倉敷駅前〒710-0253 086-476-3401株式会社共栄ファーマ中間庭　寿利 平28. 1. 1 薬局
     店 倉敷市新倉敷駅前３丁目３０ 常　勤:    5シー　代表取締役　宇 交代 現存
     (薬       5)野　光裕 平28. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  455021,274,9 オール薬局鶴形店 〒710-0056 086-422-3323マイライフ株式会社　小林　義和 平28. 4. 1 薬局
     倉敷市鶴形１丁目３－９ 常　勤:    4代表取締役　糸賀　誠 新規 現存
     (薬       4) 平28. 4. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  456021,275,6 みのり薬局 〒701-0112 086-463-1985有限会社かすみ　代表小村　康代 平28. 5. 1 薬局
     倉敷市下庄４４１－５ 常　勤:    1取締役　小島　美穂子 移転 現存
     (薬       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  457021,276,4 ハート薬局中庄店 〒701-0114 086-464-3400有限会社クローバー薬岡田　弘美 平28. 9. 1 薬局
     倉敷市松島１１５２－１９ 常　勤:    2局　代表取締役　千神 新規 現存
     (薬       2)　哲也 平28. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  458021,277,2 薬局福寿 〒710-0004 086-486-1300有限会社アウルメディ大賀　敦夫 平28. 9. 1 薬局
     倉敷市西坂１４８０－１５ 常　勤:    3カルサービス　代表取 新規 現存
     (薬       3)締役　豊福　幸雄 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  459021,278,0 セントラル薬局二子店〒701-0115 086-464-4455株式会社ライフサービ坪井　眞司 平28.11. 1 薬局
     倉敷市二子２０３－１８ 常　勤:    1ス　代表取締役　吉田 移転 現存
     (薬       1)　洋志 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  460021,279,8 かわべ薬局 〒710-1313 086-698-7010株式会社ファルマレガ黒田　真生 平29. 4. 1 薬局
     倉敷市真備町川辺１７９７－３ 常　勤:    1シィ　代表取締役　黒 新規 現存
     (薬       1)田　真生 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  461021,280,6 あしたか薬局白楽町店〒710-0824 086-422-1189有限会社青雲　代表取正田　元子 平29. 4. 1 薬局
     倉敷市白楽町２７８－７ 常　勤:    1締役　戸羽　光世 新規 現存
     (薬       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  462021,281,4 さくら薬局西阿知店 〒710-0804 086-697-6253さくらグループ株式会岡本　妃早子 平29. 4. 1 薬局
     倉敷市西阿知町新田５６１－６ 常　勤:    2社　代表取締役　平野 新規 現存
     (薬       2)　真実 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  463021,282,2 スマイル薬局笹沖店 〒710-0038 086-454-8680株式会社岡山医学検査冨田　昌平 平29. 4. 1 薬局
     倉敷市新田２７５０番地７ 常　勤:    4センター　代表取締役 新規 現存
     (薬       4)社長　矢吹　数男 平29. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  464021,283,0 キラきら薬局上成店 〒713-8101 086-476-0102有限会社たかだ　代表明石　宙郎 平29. 4. 1 薬局
     倉敷市玉島上成５３７－５ 常　勤:    2取締役　髙田　泰江 交代 現存
     (薬       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  465021,284,8 フロンティア薬局　玉〒713-8122 086-522-1501株式会社フロンティア小河原　明子 平29. 8. 1 薬局
     島店 倉敷市玉島中央町２丁目５－３－常　勤:    1　代表取締役　重森　 新規 現存
     ２ (薬       1)裕之 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  466021,285,5 トマト薬局玉島店 〒713-8102 086-454-5560株式会社トマト　代表川崎　隆介 平29.11. 1 薬局
     倉敷市玉島７５０－５ 常　勤:    4取締役　菊田　基 新規 現存
     (薬       4) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  467021,286,3 リード薬局倉敷ベース〒710-0065 086-486-3651株式会社タイオン３６山田　妙子 平29.12. 1 薬局
     倉敷市宮前４８１－１　グランパ常　勤:    1５　代表取締役　藤井 新規 現存
     ス２１　１０２号 (薬       1)　大温 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  468021,287,1 有限会社月光堂薬局 〒710-1315 086-698-0208有限会社月光堂薬局　三宅　誠幸 平29.11. 1 薬局
     倉敷市真備町上二万９１６－１ 常　勤:    2代表取締役　三宅　誠 移転 現存
     (薬       2)幸 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  469021,288,9 サエラ薬局倉敷店 〒710-0826 086-423-6107株式会社サエラ　代表板野　円香 平30. 1. 1 薬局
     倉敷市老松町４丁目１１－３５ 常　勤:    4取締役　小池　由久 交代 現存
     (薬       4) 平30. 1. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  470021,289,7 富永薬局沖新町 〒710-0837 086-430-4422株式会社老松薬品　代森本　愛 平30. 2.12 薬局
     倉敷市沖新町９２－１０ 常　勤:    1表取締役　富永　民雄 移転 現存
     (薬       1) 平30. 2.12
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  471021,290,5 ドレミ薬局連島店 〒712-8006 086-436-7607株式会社ドレミ薬局　鈴木　梨絵 平30. 4.28 薬局
     倉敷市連島町鶴新田１７３４－５常　勤:    2代表取締役　安本　和 新規 現存
     (薬       2)善 平30. 4.28
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  472021,291,3 ハートライフ薬局松島〒701-0114 086-463-0810有限会社相思樹　代表清水　正登 平30. 6. 1 薬局
     店 倉敷市松島１１００－１ 常　勤:    2取締役　河口　敏浩 新規 現存
     (薬       2) 平30. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  473030,039,5 佐古薬局 〒708-0841 0868-26-1479佐古　京子 佐古　京子 平16.11. 1 薬局
     津山市川崎１０３ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  474031,005,5 小林薬局 〒708-0062 0868-23-2180株式会社　コバヤシ　小林　三季子 昭32.11. 1 薬局
     津山市京町６４番地 常　勤:    1代表取締役　小林　邦 現存
     (薬       1)夫 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  475031,012,1 株式会社服部薬局 〒708-0052 0868-22-4193株式会社服部薬局　代中谷　洋之 昭43. 6. 1 薬局
     津山市田町２１－１ 常　勤:    6表取締役　鹿野　 司 現存
     (薬       6) 平28. 6. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  476031,031,1 株式会社　池田薬局 〒708-0013 0868-28-0789株式会社　池田薬局　池田　宏子 昭60. 7. 1 薬局
     津山市二宮８１番地の２ 常　勤:    2代表取締役　池田　篤 現存
     (薬       2)正 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  477031,036,0 大手町薬局　椿高下店〒708-0051 0868-24-0678有限会社大手町薬局　岡田　雅敬 平 2. 8.10 薬局
     津山市椿高下１３１－３ 常　勤:    1代表取締役　松永　大 現存
     (薬       1)輝 平29. 8.10
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  478031,038,6 株式会社服部薬局　上〒708-0002 0868-24-9298株式会社服部薬局　代長久保　康子 平 3.10. 1 薬局
     河原店 津山市上河原２１１－１２ 常　勤:    3表取締役　鹿野　 司 現存
     (薬       3) 平24.10. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  479031,041,0 津山薬局　南新座店 〒708-0036 0868-22-3663津山調剤薬局株式会社金平　実 平 4. 7. 1 薬局
     津山市南新座１０６－３ 常　勤:    6　代表取締役　難波　 現存
     (薬       6)秀之 平28. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  480031,043,6 有限会社　キシ薬局 〒708-0002 0868-22-8675有限会社キシ薬局　代岸　良三 平 5. 2. 1 薬局
     津山市上河原２０８－８ 常　勤:    1表取締役　岸　良三 現存
     (薬       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  481031,044,4 （有）ドレミ薬局 〒708-0001 0868-24-6922有限会社ドレミ薬局　川本　和正 平 5.10. 1他   薬局
     津山市小原１５４番地２０ 常　勤:    1代表取締役　川本　つ 現存
     (薬       1)や子 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  482031,046,9 椿ケ丘薬局 〒708-0051 086-823-9381椿ケ丘薬局　有限会社谷名　眞知子 平 6. 6. 1 薬局
     津山市椿高下４０ 常　勤:    1　代表取締役　難波　 現存
     (薬       1)秀之 平30. 6. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  483031,056,8 有限会社　のぞみ薬局〒708-0813 0868-27-2799有限会社　のぞみ薬局安藤　富美 平 7.10. 1 薬局
     津山市山方３４－５ 常　勤:    2　代表取締役　須江　 現存
     (薬       2)朋徳 平28.10. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  484031,058,4 きたぞの薬局　山北店〒708-0004 0868-24-3794株式会社　北園調剤薬梅林　眞佐子 平 7.12. 1 薬局
     津山市山北５４７－１１ 常　勤:    1局　代表取締役　松永 現存
     (薬       1)　直樹 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  485031,059,2 有限会社　藤原薬局 〒708-1125 0868-26-3825有限会社　藤原薬局　藤原　敦子 平 8. 1. 1 薬局
     津山市高野本郷１７３６の２ 常　勤:    1代表取締役　藤原　敦 現存
     (薬       1)子 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  486031,061,8 有限会社　美作薬局 〒708-0842 0868-21-1212有限会社　美作薬局　原本　雄一郎 平 8. 6. 1 薬局
     津山市河辺９４２－１ 常　勤:    2代表取締役　竹内　信 新規 現存
     (薬       2)義 平29. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  487031,063,4 アサヒ薬局　小原店 〒708-0001 0868-22-1322株式会社　カワモト　川本　つや子 平 9. 4. 1 薬局
     津山市小原１０７－２ 常　勤:    2代表取締役　川本和正 新規 現存
     (薬       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  488031,064,2 向陽薬局　田町店 〒708-0052 086-831-3188有限会社　コーヤク　田中　敬二 平 9. 9. 1 薬局
     津山市田町９６－５ 常　勤:    4代表取締役　松尾　匡 新規 現存
     (薬       4)記 平24. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  489031,065,9 津山薬局　田町南店 〒708-0052 086-831-3211津山調剤薬局株式会社藤本　昌宏 平 9. 9. 1 薬局
     津山市田町９５ 常　勤:    2　代表取締役　難波　 新規 現存
     (薬       2)秀之 平24. 9. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  490031,066,7 津山口薬局 〒708-0884 086-831-3201椿ケ丘薬局有限会社　伊勢谷　卓史 平 9. 9. 1 薬局
     津山市津山口５７－４ 常　勤:    2代表取締役　難波　秀 新規 現存
     (薬       2)之 平24. 9. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  491031,070,9 一宮薬局 〒708-0814 0868-27-2739有限会社　医薬情報　佐古　英二 平10. 3. 1 薬局
     津山市東一宮４３－１０番地 常　勤:    1代表取締役　佐古　英 新規 現存
     (薬       1)二 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  492031,071,7 のぞみ薬局　小原店 〒708-0001 0868-31-3376有限会社　のぞみ薬局乾　まどか 平10. 8. 1 薬局
     津山市小原字樋ノ口１８－５番地常　勤:    1　代表取締役　須江　 新規 現存
     (薬       1)朋徳 平28. 8. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  493031,072,5 有限会社　くすのき薬〒708-0065 0868-22-2034有限会社　楠薬局　代楠　由紀子 平11. 4. 1 薬局
     局 津山市新魚町１７　アルネ津山 常　勤:    1表取締役　楠　恭輔 新規 現存
     (薬       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  494031,073,3 株式会社服部薬局　城〒708-0022 0868-25-0806株式会社　服部薬局　藤井　美枝子 平11. 6. 1 薬局
     南店 津山市山下９－５ 常　勤:    2代表取締役　鹿野　 新規 現存
     (薬       2)司 平29. 6. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  495031,074,1 有限会社　わかば薬局〒708-1117 0868-29-4655有限会社　わかば薬局山奥　克之 平11. 6. 1 薬局
     津山市草加部９５４－９ 常　勤:    2　代表取締役　山奥　 新規 現存
     (薬       2)克之 平29. 6. 1
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  496031,081,6 津山薬局　中央病院前〒708-1126 0868-21-8821津山医薬品有限会社　武部　裕子 平11.12. 1 薬局
     店 津山市押入１１４０－２ 常　勤:    4代表取締役　溝口　雅 新規 現存
     (薬       4)子 平29.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  497031,082,4 有限会社　大手町薬局〒708-0024 0868-24-0858有限会社　大手町薬局岡田　義史 平12. 7. 3 薬局
     メディカルガンガ 津山市二階町９ 常　勤:    1　代表取締役　松永　 移転 現存
     (薬       1)大輝 平30. 7. 3
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  498031,084,0 株式会社服部薬局　南〒708-0036 0868-24-7886株式会社　服部薬局　茂在　靖子 平13.11. 1 薬局
     新座店 津山市南新座２４－８ 常　勤:    1代表取締役　鹿野　 移転 現存
     (薬       1)司 平25.11. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  499031,085,7 きたぞの薬局　本店 〒708-0003 0868-24-0432株式会社　北園調剤薬杉原　正敏 平13.12. 1 薬局
     津山市北園町２３－１３ 常　勤:    4局　代表取締役　松永 移転 現存
     (薬       4)　直樹 平25.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  500031,087,3 マヤ薬局　津山口店 〒708-0884 0868-32-3633株式会社マヤ薬局　代小山　純子 平15. 3. 1他   薬局
     津山市津山口３３０－４ 常　勤:    2表取締役　真屋　幸弘 新規 現存
     (薬       2) 平27. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  501031,089,9 にのみや薬局 〒708-0013 0868-28-7086株式会社オービーシー今山　郁大 平15.12. 1他   薬局
     津山市二宮１９００－１４ 常　勤:    1　代表取締役　今山　 新規 現存
     (薬       1)郁大 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  502031,091,5 大手町薬局　メディカ〒708-0814 0868-27-7877有限会社大手町薬局　横山　泰之 平16. 9. 1 薬局
     ルファラオ 津山市東一宮２－１６ 常　勤:    1代表取締役　松永　大 新規 現存
     (薬       1)輝 平28. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  503031,092,3 美作薬局　城西店 〒708-0023 0868-32-3611有限会社美作薬局　代廣戸　敬毅 平16.10. 1 薬局
     津山市大手町８－３ 常　勤:    1表取締役　竹内　信義 新規 現存
     (薬       1) 平28.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  504031,094,9 のぞみ薬局　中島店 〒708-0871 0868-28-7117有限会社のぞみ薬局　原　淳和 平17. 4. 1 薬局
     津山市中島４２６－１ 常　勤:    1代表取締役　須江　朋 新規 現存
     (薬       1)徳 平29. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  505031,095,6 きたぞの薬局　津山第〒708-0871 0868-28-7161株式会社北園調剤薬局野田　聖一郎 平17. 4. 1 薬局
     一病院前店 津山市中島４２７－１ 常　勤:    1　代表取締役　松永　 新規 現存
     (薬       1)直樹 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  506031,096,4 そうごう薬局勝北店 〒708-1223 0868-29-3481総合メディカル株式会清水　伸洋 平17. 8. 1 薬局
     津山市坂上２３０－１ 常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平29. 8. 1
     非常勤:   29
     (薬      29)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  507031,097,2 上河原薬局 〒708-0002 0868-23-0955有限会社　上河原薬局竹井　康博 平17. 9. 1他   薬局
     津山市上河原２２２－５ 常　勤:    2　代表取締役　竹井　 新規 現存
     (薬       2)康博 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  508031,098,0 株式会社　服部薬局　〒709-3906 0868-42-2980株式会社　服部薬局　中塚　みや子 平17.10. 1他   薬局
     加茂店 津山市加茂町小中原３０－１ 常　勤:    1代表取締役　鹿野　 移転 現存
     (薬       1)司 平29.10. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  509031,102,0 よつば薬局 〒708-0036 0868-22-7331よつば薬局株式会社　後藤　隆徳 平19. 4. 1 薬局
     津山市南新座１０８－３ 常　勤:    1代表取締役　後藤　隆 新規 現存
     (薬       1)徳 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  510031,103,8 向陽薬局　高野店 〒708-1125 0868-21-0333有限会社　コーヤク　松尾　景子 平19. 4. 1 薬局
     津山市高野本郷１２７４－１１ 常　勤:    3代表取締役　松尾　匡 移転 現存
     (薬       3)記 平25. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  511031,104,6 アサヒ薬局　河辺店 〒708-0842 0868-26-5816（株）カワモト　代表川本　佐智子 平19. 7. 1他   薬局
     津山市河辺９３３－１３ 常　勤:    1取締役　川本　和正 新規 現存
     (薬       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  512031,105,3 株式会社　服部薬局　〒708-0013 0868-28-2323株式会社　服部薬局　久常　秀樹 平19. 9. 1他   薬局
     二宮店 津山市二宮１９６１－１ 常　勤:    2代表取締役　鹿野　 新規 現存
     (薬       2)司 平25. 9. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  513031,106,1 のぞみ薬局　山下店 〒708-0022 0868-31-2777有限会社　のぞみ薬局秋本　奏平 平19.10. 1 薬局
     津山市山下９９－１１ 常　勤:    1　代表取締役　須江朋 新規 現存
     (薬       1)徳 平25.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  514031,107,9 有限会社　あしだ薬局〒708-1125 0868-21-7112有限会社　あしだ薬局越井　勝之 平19.10. 1 薬局
     　高野店 津山市高野本郷１２５８－９ 常　勤:    1　代表取締役　芦田　 新規 現存
     (薬       1)年生 平25.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  515031,111,1 株式会社　末田薬局 〒708-0052 0868-22-2311株式会社　末田薬局　末田　芳裕 平20. 4. 1 薬局
     津山市田町９－３ 常　勤:    2代表取締役　末田　芳 新規 現存
     (薬       2)裕 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  516031,112,9 イオン薬局津山店 〒708-0842 0868-21-1305イオンリテール株式会小野　勇太 平20. 8.21他   薬局
     津山市河辺１０００－１ 常　勤:    4社　代表取締役　岡崎 組織変更 現存
     (薬       4)　双一 平26. 8.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  517031,114,5 津山薬局産業道路店 〒708-0006 0868-35-2282津山調剤薬局株式会社坂田　智美 平22. 3. 1 薬局
     津山市小田中２２３－２ 常　勤:    2　代表取締役　難波　 移転 現存
     (薬       2)秀之 平28. 3. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  518031,116,0 エスマイル薬局鶴山店〒708-0841 0868-26-8433株式会社エスマイル　池田　瑛人 平23.10. 1 薬局
     津山市川崎１７５６－２２ 常　勤:    2代表取締役　中村　勝 交代 現存
     (薬       2)洋 平29.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  519031,117,8 エスマイル薬局さつき〒708-1126 0868-26-2700株式会社エスマイル　杉山　康一 平23.10. 1 薬局
     店 津山市押入１１３６－１６ 常　勤:    1代表取締役　中村　勝 交代 現存
     (薬       1)洋 平29.10. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  520031,118,6 高橋薬局 〒709-3923 0868-42-3350株式会社エスマイル　髙橋　伸子 平23.10. 1 薬局
     津山市加茂町桑原７０－１ 常　勤:    1代表取締役　中村　勝 交代 現存
     (薬       1)洋 平29.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  521031,120,2 大手町薬局メディカル〒708-0842 0868-35-3838有限会社　大手町薬局鶴田　健 平24.10. 1 薬局
     ケーシー 津山市河辺９３３－１６ 常　勤:    4　代表取締役　松永　 新規 現存
     (薬       4)大輝 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  522031,122,8 有限会社　大手町薬局〒708-0824 0868-24-0668有限会社　大手町薬局川西　修司 平25. 5.12 薬局
     　メディカルクレオ 津山市沼８４１－４ 常　勤:    3　代表取締役　松永　 移転 現存
     (薬       3)大輝 平25. 5.12
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  523031,123,6 津山薬局平福店 〒708-0872 0868-35-3361椿ヶ丘薬局有限会社　福島　健児 平25. 8. 1 薬局
     津山市平福５４７－１ 常　勤:    1代表取締役　難波　秀 移転 現存
     (薬       1)之 平25. 8. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  524031,125,1 東津山薬局 〒708-0841 0868-26-4053有限会社東津山薬局　板東　信夫 平26. 2. 1 薬局
     津山市川崎１１３５－３ 常　勤:    1代表取締役　服部　妙 移転 現存
     (薬       1)子 平26. 2. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  525031,126,9 株式会社　服部薬局　〒708-0825 0868-32-3020株式会社　服部薬局　長久保　一仁 平26. 7. 1 薬局
     志戸部店 津山市志戸部６５１－６ 常　勤:    2代表取締役　鹿野　 新規 現存
     (薬       2)司 平26. 7. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  526031,127,7 エスマイル薬局田町店〒708-0052 0868-22-1193株式会社　エスマイル南都　道廣 平26. 7. 1 薬局
     津山市田町８６番地４ 常　勤:    1　代表取締役　中村　 新規 現存
     (薬       1)勝洋 平26. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  527031,128,5 向陽薬局 〒708-0013 0868-28-3349有限会社コーヤク　代増田　有夏 平26. 7.14 薬局
     津山市二宮５１－１５ 常　勤:    2表取締役　松尾　匡記 交代 現存
     (薬       2) 平26. 7.14
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  528031,129,3 ザグザグ薬局　高野店〒708-1125 0868-21-7733株式会社ザグザグ　代宇佐見　麻紀子 平26. 8. 1 薬局
     津山市高野本郷１４１６－１ 常　勤:    1表取締役　森　信 新規 休止
     (薬       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  529031,131,9 くすりのラブ薬局津山〒708-1126 0868-21-8488株式会社マツモトキヨ三谷　昌子 平27.10. 1 薬局
     東店 津山市押入１１３６－１６ 常　勤:    2シ中四国販売　代表取 交代 現存
     (薬       2)締役　上村　浩司 平27.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  530031,132,7 くすりのラブ薬局二階〒708-0024 0868-31-2388株式会社マツモトキヨ岸田　明伸 平27.10. 1 薬局
     町店 津山市二階町３ 常　勤:    6シ中四国販売　代表取 交代 現存
     (薬       6)締役　上村　浩司 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  531031,133,5 佐古薬局　石川病院前〒708-0841 0868-26-5005株式会社佐古薬局　代中西　顕士 平28. 4. 1 薬局
     店 津山市川崎５５０－１ 常　勤:    2表取締役　佐古　厳美 新規 現存
     (薬       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  532031,134,3 Ｅ薬局　津山店 〒708-0842 0868-35-0818株式会社モシモシ　代山路　和彦 平28. 4. 1 薬局
     津山市河辺１１５５－４９ 常　勤:    2表取締役　梅原　この 新規 現存
     (薬       2)み 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  533031,135,0 きたぞの薬局　東一宮〒708-0814 0868-35-0701株式会社北園調剤薬局赤田　和弥 平28. 9. 1 薬局
     店 津山市東一宮５５－５ 常　勤:    1　代表取締役　松永　 新規 現存
     (薬       1)直樹 平28. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  534031,136,8 株式会社服部薬局西店〒708-0006 0868-24-4151株式会社服部薬局　代神谷　拡 平28.11. 4 薬局
     津山市小田中２３０－１５ 常　勤:    3表取締役　鹿野　 司 移転 現存
     (薬       3) 平28.11. 4
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  535031,137,6 ウエルネス薬局 〒708-0052 0868-32-8450有限会社　ＴＳＣ　代神﨑　教彰 平29. 3. 1 薬局
     津山市田町３５－１ 常　勤:    1表取締役　河野　伸司 新規 現存
     (薬       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  536031,138,4 有限会社　大手町薬局〒708-0806 0868-27-3838有限会社　大手町薬局定兼　伊世子 平29. 3.27 薬局
     メディカルアルファ 津山市大田４５２－４ 常　勤:    1　代表取締役　松永　 移転 現存
     (薬       1)大輝 平29. 3.27
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  537031,139,2 久米薬局 〒709-4613 0868-57-7272メグコーポレート株式山口　一徳 平29. 4. 1 薬局
     津山市宮尾２５３－５ 常　勤:    2会社　代表取締役　松 交代 現存
     (薬       2)山　恵美子 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  538031,140,0 のぞみ薬局　たかの店〒708-1125 0868-32-8700有限会社　のぞみ薬局山田　公子 平29. 9. 1 薬局
     津山市高野本郷１４１５－３ 常　勤:    1　代表取締役　須江　 新規 現存
     (薬       1)朋徳 平29. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  539031,141,8 きたぞの薬局　河辺店〒708-0842 0868-32-8886株式会社北園調剤薬局足立　和夫 平30. 6. 1 薬局
     津山市河辺７６９－１ 常　勤:    1　代表取締役　松永　 新規 現存
     (薬       1)直樹 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  540041,012,9 有限会社玉原薬局 〒706-0014 0863-32-3800有限会社　玉原薬局　山下　洋子 昭54. 9. 1 薬局
     玉野市玉原２－１０－４３ 常　勤:    1取締役　目黒　慶子 現存
     (薬       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  541041,018,6 宇野薬局 〒706-0011 0863-32-3455有限会社　宇野調剤薬橋本　美由喜 昭57. 1. 1 薬局
     玉野市宇野２－１９－１８ 常　勤:    2局　代表取締役　橋本 現存
     (薬       2)　美由喜 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  542041,019,4 有限会社中島薬局 〒706-0011 0863-32-3888有限会社中島薬局　代前田　裕子 昭57. 2.22 薬局
     玉野市宇野２丁目３２－８ 常　勤:    1表取締役　前田　裕子 現存
     (薬       1) 平30. 2.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  543041,023,6 三和薬局 〒706-0001 0863-32-1230三和医療有限会社　代万袋　恵子 昭60. 2. 1 薬局
     玉野市田井３丁目２番１２号 常　勤:    1表取締役　岡本　真由 現存
     (薬       1)美 平30. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  544041,025,1 有限会社山田薬局 〒706-0001 0863-31-7878（有）山田薬局　代表山田　裕志 昭61. 9.18 薬局
     玉野市田井３－８－１０ 常　勤:    1取締役　山田　裕志 現存
     (薬       1) 平28. 9.18
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  545041,026,9 株式会社ダテ薬局　宇〒706-0011 0863-32-4165株式会社ダテ薬局　代野崎　智子 昭62.11. 2 薬局
     野店 玉野市宇野８丁目３－１０ 常　勤:    1表取締役　伊達　元英 現存
     (薬       1) 平29.11. 2
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  546041,035,0 肥後薬局 〒706-0002 0863-31-3456有限会社　肥後薬局　藤田　規文 平 8. 4. 1 薬局
     玉野市築港１丁目１５－２３ 常　勤:    1代表取締役　肥後　哲 新規 現存
     (薬       1)朗 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  547041,037,6 ミルキー薬局 〒706-0133 0863-71-5610有限会社　ビオス　代竹房　由美 平 8. 8. 1 薬局
     玉野市宇藤木５５０－２９ 常　勤:    2表取締役　竹房　由美 組織変更 現存
     (薬       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  548041,039,2 たまの薬局 〒706-0011 086-332-5775株式会社　仙薬　代表森　幸良 平 9. 2. 1 薬局
     玉野市宇野１丁目１４番３０号 常　勤:    1取締役　森　幸良 新規 現存
     (薬       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  549041,040,0 岡薬局 〒706-0001 0863-33-9988有限会社　岡薬局　取橋之口　容子 平 9. 4. 1 薬局
     玉野市田井５丁目２４番３３号 常　勤:    1締役　橋之口　容子 新規 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  550041,041,8 幸観堂薬局　秀天橋店〒706-0141 0863-73-9023幸観堂薬品株式会社　関谷　和彦 平10. 1. 1他   薬局
     玉野市槌ケ原１０１７－８ 常　勤:    2代表取締役　山本　真 新規 現存
     (薬       2)一 平28. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  551041,042,6 コスモス薬局　八浜店〒706-0221 0863-53-9888有限会社　ヘルシーメ家高　弘史 平10.12. 1 薬局
     玉野市八浜町八浜１４８４－７ 常　勤:    1ニュー　取締役　黒石 新規 現存
     (薬       1)　正昭 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  552041,044,2 株式会社　ダテ薬局東〒706-0134 0863-73-9121株式会社　ダテ薬局　伊達　優子 平12. 4. 1 薬局
     高崎店 玉野市東高崎２６－１２４ 常　勤:    1代表取締役　伊達　元 新規 現存
     (薬       1)英 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  553041,045,9 和田薬局 〒706-0021 0863-81-2538有限会社　和田薬局　籔内　泰行 平12. 4. 1 薬局
     玉野市和田３丁目４－１０ 常　勤:    1代表取締役　籔内　泰 新規 現存
     (薬       1)行 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  554041,049,1 コスモス薬局 〒706-0142 0863-71-5551有限会社　コスモスエ吉本　怜加 平14. 2. 1 薬局
     玉野市迫間２１３７－１ 常　勤:    2ンタープライス゛　代 移転 現存
     (薬       2)表取締役　黒石　正昭 平26. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
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  555041,050,9 コスモス薬局　宇野店〒706-0011 0863-33-9788有限会社コスモスエン永井　要 平14. 7. 1他   薬局
     玉野市宇野１－１５－２５ 常　勤:    1タープライズ　代表取 新規 現存
     (薬       1)締役　黒石　正昭 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  556041,051,7 富永薬局　宇野 〒706-0011 0863-31-9118株式会社　老松薬品　定光　正紀 平15. 1. 1他   薬局
     玉野市宇野２－１５－１ 常　勤:    1代表取締役　富永　民 新規 現存
     (薬       1)雄 平27. 1. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  557041,052,5 アルファオオギヤ薬局〒706-0011 0863-33-7887有限会社アルファオオ山田　明宏 平15. 3. 1他   薬局
     玉野市宇野２丁目１６－９ 常　勤:    1ギヤ　代表取締役　山 新規 現存
     (薬       1)田　明宏 平27. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  558041,053,3 有限会社田中薬局 〒706-0011 0863-33-7100有限会社田中薬局　代田中　工童 平15.10. 1他   薬局
     玉野市宇野２－２７－２１ 常　勤:    2表取締役　田中　工童 新規 現存
     (薬       2) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  559041,054,1 扇屋薬局 〒706-0001 0863-21-2872有限会社山田薬局　代山田　清子 平16. 1. 1他   薬局
     玉野市田井３－４－６ 常　勤:    1表取締役　山田　裕志 組織変更 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  560041,055,8 ひまわり薬局 〒706-0001 0863-32-3341有限会社山田薬局　代勝浦　有香 平16. 1. 1他   薬局
     玉野市田井３－５－１７ 常　勤:    1表取締役　山田　裕志 組織変更 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  561041,057,4 神山薬局 〒706-0021 0863-81-3010有限会社神山薬局　代多田　悠利 平16. 4. 1 薬局
     玉野市和田１丁目９－３２ 常　勤:    1表取締役　多田　悠利 新規 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  562041,058,2 ドラッグセイムス　玉〒706-0021 0863-83-9813株式会社西日本セイム平松　寿章 平17. 3. 1 薬局
     野和田薬局 玉野市和田５丁目８２３－１ 常　勤:    1ス　代表取締役　田中 新規 現存
     (薬       1)　幸三 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  563041,060,8 井上薬局 〒706-0012 0863-32-5007有限会社　井上調剤薬井上　百合 平17. 5. 1 薬局
     玉野市玉２－１８－４ 常　勤:    2局　取締役　井上　百 移転 現存
     (薬       2)合 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  564041,063,2 小野薬局宇野店 〒706-0011 0863-32-0823有限会社　小野調剤薬渡邉　惠子 平20. 6. 1他   薬局
     玉野市宇野１－１２－２５ 常　勤:    1局　代表取締役　渡邉 移転 現存
     (薬       1)　惠子 平26. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  565041,065,7 ソーク薬局用吉店 〒706-0132 0863-33-0031有限会社ソークファー塩見　裕樹 平21. 4. 1他   薬局
     玉野市用吉１６７６－７ 常　勤:    2マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)塩見　裕樹 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  566041,066,5 井上薬局宇野店 〒706-0011 0863-33-5565有限会社井上調剤薬局井上　富雄 平22. 3. 1 薬局
     玉野市宇野１－４２－２５ 常　勤:    1　取締役　井上　百合 移転 現存
     (薬       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  567041,067,3 東児薬局 〒706-0312 0863-41-3570株式会社エスマイル　田崎　泰章 平23.10. 1 薬局
     玉野市東田井地１３９８ 常　勤:    1代表取締役　中村　勝 交代 現存
     (薬       1)洋 平29.10. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  568041,068,1 城山薬局 〒706-0023 0863-83-9393株式会社エスマイル　矢鍋　英知 平23.10. 1 薬局
     玉野市深井町１１－１３ 常　勤:    2代表取締役　中村　勝 交代 現存
     (薬       2)洋 平29.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  569041,069,9 株式会社ダテ薬局　日〒706-0026 0863-81-4155株式会社ダテ薬局　代朝田　丘 平24.10. 1 薬局
     比店 玉野市羽根崎町５－３ 常　勤:    2表取締役　伊達　元英 新規 現存
     (薬       2) 平24.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  570041,070,7 ザグザグ薬局　宇野店〒706-0011 0863-33-6122株式会社ザグザグ　代宮本　富子 平25. 4. 1 薬局
     玉野市宇野２－６－２ 常　勤:    1表取締役　森　信 新規 現存
     (薬       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  571041,071,5 株式会社ダテ薬局メル〒706-0011 0863-33-9529株式会社ダテ薬局　代池田　澄子 平29. 1. 1 薬局
     カ店 玉野市宇野１－３８－１ 常　勤:    1表取締役　伊達　元英 移転 現存
     (薬       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  572041,072,3 はやぶさ薬局 〒706-0001 0863-33-0997株式会社ネクサスファ赤井　亜衣梨 平29.11. 1 薬局
     玉野市田井５丁目３－２２－５号常　勤:    1ーマ　代表取締役　赤 新規 現存
     (薬       1)井　亜衣梨 平29.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  573051,004,3 松岡ケミカル株式会社〒714-0005 0865-65-1039松岡ケミカル株式会社中谷　守 昭44. 7. 1 薬局
     　松岡薬局 笠岡市新賀２５４番地 常　勤:    2松岡薬局　代表取締役 現存
     (薬       2)　中谷　守 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  574051,006,8 金谷薬局 〒714-0057 0865-66-0056有限会社　金谷商会　金谷　誠子 昭59. 1.24 薬局
     笠岡市金浦１０９４ 常　勤:    2代表取締役　金谷　誠 現存
     (薬       2)子 平29. 1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  575051,007,6 黒田薬局 〒714-0084 0865-63-3705黒田薬局株式会社　代黒田　忠彦 昭60. 7.19 薬局
     笠岡市三番町４－１０ 常　勤:    1表取締役　黒田　忠彦 現存
     (薬       1) 平30. 7.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  576051,012,6 ファーマシィ　西大島〒714-0031 0865-69-7120株式会社　ファーマシ 山　貴大 平11. 7. 1 薬局
     薬局 笠岡市西大島新田６６９ 常　勤:    1ィ　代表取締役　武田 新規 現存
     (薬       1)　宏 平29. 7. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  577051,013,4 ウエル薬局 〒714-0013 0865-63-5003有限会社　エス・エム田中　寛隆 平11.12. 9 薬局
     笠岡市大井南２９－４ 常　勤:    3・シー　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       3)杉原　祥史 平29.12. 9
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  578051,016,7 のぞみ薬局 〒714-0081 0865-69-1225有限会社　ユニコ　代山村　春薫 平14. 4. 1 薬局
     笠岡市笠岡２２６５－１ 常　勤:    2表取締役　杉原　弘晃 新規 現存
     (薬       2) 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  579051,018,3 はるかぜ薬局 〒714-0081 0865-69-1157はるかぜ薬局有限会社山下　竜太郎 平15. 4. 1他   薬局
     笠岡市笠岡５６２８－３４ 常　勤:    1　代表取締役　金泉　 新規 現存
     (薬       1)豊 平27. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  580051,019,1 ファーマシィ　せと薬〒714-0043 0865-69-7330株式会社ファーマシィ川田　竜平 平16. 2. 1他   薬局
     局 笠岡市横島１９４４－１ 常　勤:    2　代表取締役　武田　 新規 現存
     (薬       2)宏 平28. 2. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  581051,020,9 日本調剤　井笠薬局 〒714-0081 0865-69-1500日本調剤株式会社　代志水　義裕 平16. 3. 1 薬局
     笠岡市笠岡５６１８－１７ 常　勤:    4表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       4) 平28. 3. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  582051,021,7 クローバー薬局 〒714-0083 0865-62-0089有限会社エクスプロー湛増　里美 平17. 3.22 薬局
     笠岡市二番町３－５ 常　勤:    4ラー　代表取締役　千 移転 現存
     (薬       4)神　哲也 平29. 3.22
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  583051,022,5 あすなろ薬局 〒714-0011 0865-69-5733有限会社アールエイチ谷田　浩 平17. 3.22 薬局
     笠岡市吉田３５－３ 常　勤:    3　代表取締役　谷田　 移転 現存
     (薬       3)浩 平29. 3.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  584051,025,8 ココ薬局 〒714-0086 0865-69-1838有限会社　くろだ　黒黒田　敏彦 平17. 5. 1 薬局
     笠岡市五番町５－３４ 常　勤:    1田　敏彦 新規 現存
     (薬       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  585051,027,4 かくだ薬局　運動公園〒714-0096 0865-69-2772角田医療器株式会社　角田　壮治 平18.10. 1 薬局
     店 笠岡市九番町２－２３ 常　勤:    3代表取締役　角田　弘 新規 現存
     (薬       3)治 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  586051,030,8 アルファー薬局 〒714-0081 0865-63-0023有限会社　アルファー土利川　美紀子 平19.12. 3 薬局
     笠岡市笠岡５１０１－４ 常　勤:    2　代表取締役　島村　 移転 現存
     (薬       2)俊二 平25.12. 3
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  587051,031,6 アイ薬局 〒714-0086 0865-63-0089有限会社　エクスプロ田井　佳代子 平20. 4. 1 薬局
     笠岡市五番町３－５ 常　勤:    1ーラー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)千神　哲也 平26. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  588051,032,4 めぐみ薬局 〒714-0088 0865-69-1116有限会社ユニコ　代表片岡　恭子 平20. 6. 1他   薬局
     笠岡市中央町２２－１１ 常　勤:    1取締役　杉原　弘晃 新規 現存
     (薬       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  589051,035,7 エース薬局 〒714-0083 0865-69-1189有限会社エクスプロー尾髙　寿子 平21.11. 1他   薬局
     笠岡市二番町７－１０ 常　勤:    2ラー　代表取締役　千 移転 現存
     (薬       2)神　哲也 平27.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  590051,036,5 かさおか薬局 〒714-0081 0865-63-4041角田医療器株式会社　角田　菊子 平26. 6.30 薬局
     笠岡市笠岡５８９１－１１ 常　勤:    1代表取締役　角田　弘 移転 現存
     (薬       1)治 平26. 6.30
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  591051,037,3 クローバー薬局　富岡〒714-0092 0865-67-3700有限会社　クローバー浦上　和也 平27. 5. 1 薬局
     店 笠岡市富岡２５６－１０ 常　勤:    2薬局　代表取締役　千 新規 現存
     (薬       2)神　哲也 平27. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  592051,038,1 ファーマシィ薬局美の〒714-0042 0865-69-7733株式会社ファーマシィ原田　絵理子 平28. 5. 1 薬局
     浜 笠岡市美の浜２９－６６ 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)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  593051,039,9 かくだ薬局　今立店 〒714-0022 0865-62-0205角田医療器株式会社　角田　怜治 平29. 4.21 薬局
     笠岡市今立２９０５－２ 常　勤:    1代表取締役　角田　弘 移転 現存
     (薬       1)治 平29. 4.21
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  594070,014,9 田辺薬局今市店 〒715-0006 0866-62-8733田辺　剛弘 田辺　剛弘 昭57. 8. 1 薬局
     井原市西江原町２５－１ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  595071,011,4 すぎはら薬局　笹賀店〒715-0025 0866-63-2334有限会社　エス・エム杉原　祥史 平11.12. 9 薬局
     井原市笹賀町２－２１－７ 常　勤:    1・シー　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       1)杉原　祥史 平29.12. 9
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  596071,012,2 すぎはら薬局　井原駅〒715-0014 0866-65-0040有限会社　エス・エム佐藤　都 平12. 3. 1 薬局
     前店 井原市七日市町１３１－２ 常　勤:    2・シー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)杉原　祥史 平30. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  597071,014,8 いばらセンター薬局 〒715-0019 0866-65-1678有限会社　井原調剤セ大山　進 平13. 2. 1他   薬局
     井原市井原町１２０５－５ 常　勤:    2ンター　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)杉原　祥史 平25. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  598071,017,1 ピノキオ薬局 〒715-0019 0866-65-1610有限会社　メディカル大山　加奈子 平14. 6. 1他   薬局
     井原市井原町１２６－１ 常　勤:    1プロダクト　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　杉原　祥史 平26. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  599071,018,9 宮のはな薬局 〒715-0015 0866-63-2834有限会社宮のはな薬局宮尾　牧子 平16. 8. 1 薬局
     井原市西方町１４２５－３ 常　勤:    1　取締役　岡本　博明 移転 現存
     (薬       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  600071,020,5 アルファー薬局　美星〒714-1407 0866-87-9552有限会社　アルファー緒方　重崇 平18. 2. 1 薬局
     店 井原市美星町黒忠２９５６－２ 常　勤:    2　代表取締役　島村　 新規 現存
     (薬       2)俊二 平30. 2. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  601071,022,1 あおぞら薬局 〒715-0021 0866-65-0930有限会社　メディカル川上　智子 平18. 5. 1 薬局
     井原市上出部町５００－１ 常　勤:    1プロダクト　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　杉原　祥史 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  602071,023,9 すぎはら薬局　高屋店〒715-0024 0866-67-9870有限会社　スバル　代二ノ宮　早恵 平18. 8. 1 薬局
     井原市高屋町４－２４－９ 常　勤:    4表取締役　杉原　祥史 新規 現存
     (薬       4) 平24. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  603071,025,4 すぎはら薬局　芳井店〒714-2111 0866-72-9550有限会社　スバル　代宇野　由紀恵 平22. 4. 1 薬局
     井原市芳井町吉井２５０ 常　勤:    1表取締役　杉原　祥史 新規 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  604071,026,2 アルファー薬局　星の〒714-1411 0866-87-9022有限会社アルファー　鷹家　智子 平22.11. 1 薬局
     郷店 井原市美星町大倉２４６７－４ 常　勤:    2代表取締役　島村　俊 新規 現存
     (薬       2)二 平28.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  605071,027,0 ファーマシィたかや薬〒715-0024 0866-67-3556株式会社ファーマシィ藤本　大輔 平23. 4. 1 薬局
     局 井原市高屋町２４７－１ 常　勤:    2　代表取締役　武田　 新規 現存
     (薬       2)宏 平29. 4. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  606071,028,8 メロン薬局 〒715-0014 0866-65-0270株式会社エスマイル　山吹　晃 平23.10. 1 薬局
     井原市七日市町１０２ 常　勤:    5代表取締役　中村　勝 交代 現存
     (薬       5)洋 平29.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  607071,030,4 ファーマシィ井原セン〒715-0019 0866-65-1005株式会社ファーマシィ上田　武史 平26.11. 1 薬局
     トレ薬局 井原市井原町５４３－９ 常　勤:    1　代表取締役　武田　 新規 現存
     (薬       1)宏 平26.11. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  608071,031,2 エスマイル薬局井原店〒714-2102 0866-72-1500株式会社エスマイル　大塚　好子 平27. 1. 1 薬局
     井原市芳井町与井４４－１ 常　勤:    2代表取締役　中村　勝 新規 現存
     (薬       2)洋 平27. 1. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  609071,032,0 久安薬局 〒715-0014 0866-62-2143株式会社スギファーマ久安　哲史 平27. 3. 1 薬局
     井原市七日市町５４３ 常　勤:    1シーズ　代表取締役　 交代 現存
     (薬       1)杉原　祥史 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  610071,033,8 ファーマシィ薬局西江〒715-0006 0866-65-5960株式会社ファーマシィ金﨑　宏美 平27.10. 1 薬局
     原 井原市西江原町６６６－５ 常　勤:    1　代表取締役　武田　 新規 現存
     (薬       1)宏 平27.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  611071,034,6 井原薬局 〒715-0019 0866-63-0650株式会社Ｗｉｓｈ　代山田　和義 平28. 7. 1 薬局
     井原市井原町１２２９番地１ 常　勤:    2表取締役　山田　和義 交代 現存
     (薬       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  612080,016,2 ホリエ薬局 〒719-1136 0866-93-3300堀江　政行 堀江　政行 平25.12. 2 薬局
     総社市駅前１－８－７２ 常　勤:    2 移転 現存
     (薬       2) 平25.12. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  613081,004,7 株式会社　総社薬局 〒719-1126 0866-92-4974株式会社　総社薬局　高槻　英治 昭50. 5. 1 薬局
     総社市総社２丁目２２－３７ 常　勤:    2代表取締役　平松　圭 現存
     (薬       2)子 平29. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  614081,005,4 トキワ薬局 〒719-1136 0866-93-5520広沢商事有限会社　代広澤　准子 昭54. 6. 1 薬局
     総社市駅前２丁目１７－７ 常　勤:    2表取締役　 澤　准子 現存
     (薬       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  615081,008,8 （有）よしだ薬局　リ〒719-1156 0866-93-8123（有）よしだ薬局リブ吉田　和司 昭61. 4. 1 薬局
     ブ店 総社市門田１８７番地 常　勤:    2店　代表取締役　吉田 現存
     (薬       2)　和司 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  616081,012,0 有限会社たんぽぽ薬局〒719-1126 08669-3-7722有限会社たんぽぽ薬局柳井　実佳 平 3. 9. 1 薬局
     総社市総社１丁目９－１ 常　勤:    2　代表取締役　堀江　 現存
     (薬       2)政行 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  617081,014,6 ヒジヤ薬局　駅前店 〒719-1136 0866-92-5688有限会社ヒジヤ薬局　土屋　順子 平 5.12. 1 薬局
     総社市駅前１丁目４－２ 常　勤:    1代表取締役　土屋　順 現存
     (薬       1)子 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  618081,015,3 つばさ薬局 〒719-1125 0866-93-2464有限会社エー・ティー宇埜　由紀子 平 6. 4. 1 薬局
     総社市井手９３３－１ 常　勤:    2・エス　代表取締役　 現存
     (薬       2)虫明　陽介 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  619081,021,1 みわ薬局 〒719-1132 0866-94-8200有限会社　アイ薬局　丹下　マリ子 平10.11. 1 薬局
     総社市三輪６７７－６ 常　勤:    1代表取締役　村木　理 新規 現存
     (薬       1)英 平28.11. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  620081,022,9 すみれ薬局 〒719-1125 0866-94-6118有限会社　すみれ薬局加藤　得江 平11. 5. 1 薬局
     総社市井手１２０８番地の４ 常　勤:    3　代表取締役　塚原　 新規 現存
     (薬       3)隆弥 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  621081,025,2 きび薬局 〒719-1126 0866-90-1022有限会社きび薬品　代坂野　勝 平14.10. 1他   薬局
     総社市総社２－２０－１ 常　勤:    1表取締役　津髙　篤 新規 現存
     (薬       1) 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  622081,026,0 マスカット薬局　総社〒719-1131 0866-90-2611株式会社マスカット薬横田　洋子 平15. 1. 1他   薬局
     店 総社市中央１丁目２２－１０１ 常　勤:    2局　代表取締役　髙橋 新規 現存
     (薬       2)　正志 平27. 1. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  623081,027,8 まきび薬局 〒719-1131 0866-90-2015有限会社ファーマシー松岡　尚美 平16. 4. 1 薬局
     総社市中央２丁目６－３６ 常　勤:    2　代表取締役　神田　 新規 現存
     (薬       2)洋志 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  624081,029,4 とんぼ薬局 〒719-1134 0866-90-0606株式会社　とんぼ薬局大月　昭子 平18.11. 1 薬局
     総社市真壁１５８－６ 常　勤:    2　代表取締役　大月　 新規 現存
     (薬       2)昭子 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  625081,030,2 おかやま薬局総社店 〒719-1162 0866-93-8822株式会社オカイ・メデ林　久美恵 平20. 5. 1他   薬局
     総社市岡谷１２１－１４ 常　勤:    2ィカル・ファーマシー 新規 現存
     (薬       2)　代表取締役　中川　 平26. 5. 1
     非常勤:    3宏
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  626081,031,0 足高薬局東総社店 〒719-1126 0866-94-4189有限会社足髙メディカ弓削　知子 平21. 2. 1他   薬局
     総社市総社２－２０－１４ 常　勤:    1ルセンター　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　平本　和義 平27. 2. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  627081,033,6 かえで薬局 〒719-1124 0866-94-5233有限会社ベアーズ企画森　俊彦 平23. 4.25 薬局
     総社市三須１３４４－３ 常　勤:    1　代表取締役　森　俊 移転 現存
     (薬       1)彦 平29. 4.25
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  628081,034,4 エスマイル薬局ほのぼ〒719-1144 0866-92-1193株式会社エスマイル　西林　洋 平23.10. 1 薬局
     の店 総社市富原３４５－２ 常　勤:    2代表取締役　中村　勝 交代 現存
     (薬       2)洋 平29.10. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  629081,035,1 つくし薬局 〒719-1131 0866-92-9511株式会社エスマイル　種田　桂子 平23.10. 1 薬局
     総社市中央３－１１－１０１ 常　勤:    4代表取締役　中村　勝 交代 現存
     (薬       4)洋 平29.10. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  630081,037,7 サカエ薬局　真壁店 〒719-1134 0866-95-2588株式会社メディカメン住田　諒介 平25. 4. 1 薬局
     総社市真壁１２３１－６ 常　勤:    1ト　代表取締役　役重 新規 現存
     (薬       1)　昌広 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  631081,038,5 あんず薬局 〒719-1155 0866-95-2601有限会社　ミライズ　藤井　奈美子 平26. 9. 1 薬局
     総社市小寺９９８番４ 常　勤:    2取締役　柏木　悦徳 新規 現存
     (薬       2) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  632081,039,3 アイ薬局総社店 〒719-1131 0866-93-3339有限会社アイ薬局　代安延　恵美 平26. 9.29 薬局
     総社市中央２丁目２－１１１ 常　勤:    1表取締役　村木　理英 新規 現存
     (薬       1) 平26. 9.29
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  633081,040,1 ザグザグ薬局総社東店〒719-1125 0866-94-6101株式会社ザグザグ　代田内　涼子 平27. 2. 1 薬局
     総社市井手１２４２－３ 常　勤:    1表取締役　森　信 新規 現存
     (薬       1) 平27. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  634081,042,7 おかやま薬局総社東店〒719-1125 0866-31-5161株式会社オカイ・メデ藤井　侑哉 平28.10. 1 薬局
     総社市井手５８８－１ 常　勤:    1ィカル・ファーマシー 新規 現存
     (薬       1)　代表取締役　中川　 平28.10. 1
     非常勤:    3宏
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  635091,005,2 のぞみ薬局 〒716-0034 0866-22-0716有限会社エー・ティー虫明　陽介 平 5. 4. 1 薬局
     高梁市東町１８９８－４ 常　勤:    2・エス　代表取締役　 現存
     (薬       2)虫明　陽介 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  636091,006,0 落合薬局 〒716-0061 086-622-8055有限会社　山田薬局　笹川　浩子 平 8. 7. 1 薬局
     高梁市落合町阿部１６７６－５ 常　勤:    1代表取締役　笹川　浩 新規 現存
     (薬       1)子 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  637091,014,4 神楽かわかみ薬局 〒716-0111 0866-42-4339株式会社Ｅ．Ｔコーポ村田　公平 平20.10. 1他   薬局
     高梁市成羽町下原２４９－１ 常　勤:    1レーション　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　河上　俊彦 平26.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  638091,016,9 おがわ薬局 〒716-0061 0866-23-0987株式会社おがわ薬局　小川　慎治 平22. 8. 1 薬局
     高梁市落合町阿部５９９－１９ 常　勤:    2代表取締役　小川　慎 組織変更 現存
     (薬       2)治 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  639091,017,7 エスマイル薬局高梁店〒716-0033 0866-21-2520株式会社エスマイル　馬場　友香梨 平23.10. 1 薬局
     高梁市南町７９－１ 常　勤:    3代表取締役　中村　勝 交代 現存
     (薬       3)洋 平29.10. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  640091,018,5 成羽かわかみ薬局 〒716-0111 0866-42-3127株式会社Ｅ．Ｔコーポ板野　晴夫 平23.10. 1 薬局
     高梁市成羽町下原３２６－１ 常　勤:    1レーション　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　河上　俊彦 平29.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  641091,019,3 エスマイル薬局成羽店〒716-0111 0866-42-5001株式会社エスマイル　小林　哲久 平23.10.16 薬局
     高梁市成羽町下原４１２ 常　勤:    4代表取締役　中村　勝 新規 現存
     (薬       4)洋 平29.10.16
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  642091,020,1 クオール薬局　高梁南〒716-0033 0866-21-2181クオール株式会社　代亀田　勝弘 平24. 7. 1 薬局
     町店 高梁市南町７９ 常　勤:    5表取締役　中村　敬 交代 現存
     (薬       5) 平30. 7. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  643091,021,9 クオール薬局高梁店 〒716-0061 0866-21-0889クオール株式会社　代川口　康平 平24.10. 1 薬局
     高梁市落合町阿部２１４３－５ 常　勤:    1表取締役　中村　敬 新規 現存
     (薬       1) 平24.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  644091,022,7 マスカット薬局高梁店〒716-0028 0866-21-2122株式会社マスカット薬小西　圭樹 平25. 2.12 薬局
     高梁市柿木町２０－１ 常　勤:    2局　代表取締役　髙橋 移転 現存
     (薬       2)　正志 平25. 2.12
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  645091,023,5 しもまち薬局 〒716-0022 0866-56-3933株式会社マスカット薬宮田　美和子 平27. 9. 1 薬局
     高梁市下町５８－１ 常　勤:    1局　代表取締役　髙橋 新規 現存
     (薬       1)　正志 平27. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  646100,009,3 井上薬局　本店 〒718-0011 086-772-0034井上　信子 井上　信子 平 9. 7.28 薬局
     新見市新見８７９ 常　勤:    1 移転 現存
     (薬       1) 平30. 7.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  647100,010,1 新見堂薬局 〒718-0011 0867-72-0372井上　久子 井上　久子 平27. 5. 1 薬局
     新見市新見９８８ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (薬       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  648101,004,3 阿新薬局　高尾店 〒718-0003 0867-72-6088津山調剤薬局株式会社片岡　隆宏 平 6. 5. 1 薬局
     新見市高尾２４８８－１１ 常　勤:    4　代表取締役　難波　 現存
     (薬       4)秀之 平30. 5. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  649101,005,0 阿新薬局インター店 〒718-0003 0867-72-6566津山調剤薬局（株）　妹尾　尚美 平 7. 1. 1他   薬局
     新見市高尾７９２－７ 常　勤:    3代表取締役　難波　秀 現存
     (薬       3)之 平28. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  650101,010,0 阿新薬局　駅前店 〒718-0017 0867-71-0017津山調剤薬局株式会社木口　卓士 平14. 3. 1 薬局
     新見市西方４３６－３ 常　勤:    3　代表取締役　難波　 新規 現存
     (薬       3)秀之 平26. 3. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  651101,011,8 さくら薬局　新見店 〒718-0011 0867-72-1591さくらグループ株式会赤木　拓雄 平14. 9.30他   薬局
     新見市新見８２０ 常　勤:    7社　代表取締役　平野 移転 現存
     (薬       7)　真実 平26. 9.30
     非常勤:    2
     (薬       2)
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  652101,012,6 西井山陽堂薬局 〒718-0011 0867-72-0122有限会社西井山陽堂薬西井　誠 平16. 9. 1 薬局
     新見市新見７４３－１ 常　勤:    2局　代表取締役　西井 新規 現存
     (薬       2)　誠 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  653101,013,4 ゆずりは薬局 〒718-0015 0867-76-2355株式会社　ＭＡＩＮＪ角谷　栄男 平20. 4. 1 薬局
     新見市石蟹６５－５ 常　勤:    1ＥＴ　代表取締役　角 新規 現存
     (薬       1)谷　栄男 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  654101,014,2 そうごう薬局新見店 〒718-0003 0867-71-2151総合メディカル株式会川本　和明 平26. 4. 1 薬局
     新見市高尾２２９２－１ 常　勤:    1社　代表取締役　坂本 移転 現存
     (薬       1)　賢治 平26. 4. 1
     非常勤:   40
     (薬      40)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  655111,009,0 いんべ薬局 〒705-0001 0869-64-0845有限会社いんべ薬局　立花　義章 平 3. 7. 1 薬局
     備前市伊部４００－１３ 常　勤:    1代表取締役　立花　義 現存
     (薬       1)章 平30. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  656111,011,6 （株）フジヤ薬局 〒705-0021 0869-64-2120（株）フジヤ薬局　代藤原　武子 平 4. 4. 1 薬局
     備前市西片上１３０８－１ 常　勤:    2表取締役　藤原　武子 現存
     (薬       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  657111,017,3 マスカット薬局　備前〒705-0001 0869-63-9600株式会社マスカット薬安野　和浩 平15. 3. 1他   薬局
     店 備前市伊部２１５５－２ 常　勤:    4局　代表取締役　髙橋 新規 現存
     (薬       4)　正志 平27. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  658111,018,1 片上薬局 〒705-0001 0869-64-0726有限会社順昌堂　代表道家　昌宏 平15. 1.22他   薬局
     備前市伊部２４０８－８ 常　勤:    3取締役　甲斐　志郎 移転 現存
     (薬       3) 平27. 1.22
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  659111,019,9 みついし薬局 〒705-0132 0869-62-2687有限会社　備前ファー久本　昭信 平19.11. 1他   薬局
     備前市三石１６６－３ 常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)廣澤　朋子 平25.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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  660111,020,7 びぜん薬局 〒705-0001 0869-64-3121有限会社　備前ファー木谷　ゆかり 平20. 4. 1 薬局
     備前市伊部９０－５ 常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)廣澤　朋子 平26. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  661111,022,3 ふじ薬局　備前店 〒705-0001 0869-64-0805株式会社オー・ルージ原田　直人 平28. 8. 1 薬局
     備前市伊部１２５９－２ 常　勤:    1ュ　代表取締役　原田 交代 現存
     (薬       1)　直人 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  662111,023,1 マスカット薬局　穂浪〒705-0033 0869-93-4466株式会社マスカット薬薮本　佳弘 平30. 6. 1 薬局
     店 備前市穂浪２８３５－９ 常　勤:    1局　代表取締役　高橋 新規 現存
     (薬       1)　正志 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  663121,001,5 こやま薬局　長船店 〒701-4264 0869-26-8282株式会社ケイ・クリエ福田　久子 平19. 4. 1 薬局
     瀬戸内市長船町土師３３２－２ 常　勤:    1イト　代表取締役　小 新規 現存
     (薬       1)山　敏章 平25. 4. 1
     非常勤:   18
     (薬      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  664121,002,3 金光薬局邑久店 〒701-4232 086-944-6700金光薬品株式会社　代河原　宣裕 平20. 5. 1他   薬局
     瀬戸内市邑久町北島４９４－１ 常　勤:    1表取締役　北山　佑二 新規 現存
     (薬       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  665121,003,1 サカエ薬局瀬戸内店 〒701-4246 0869-24-2412株式会社メディカメン名賀石　繁 平22. 4. 1 薬局
     瀬戸内市邑久町山田庄８４８－２常　勤:    5ト　代表取締役　役重 新規 現存
     (薬       5)　昌広 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  666121,004,9 おざき薬局 〒701-4265 0869-26-8520平井メディケアサービ尾嵜　亮典 平24. 4. 1 薬局
     瀬戸内市長船町福岡１０３－１３常　勤:    2ス株式会社　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　尾嵜　亮典 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  667121,005,6 ザグザグ薬局邑久店 〒701-4223 0869-22-4030株式会社ザグザグ　代小林　正奈 平24. 4. 2 薬局
     瀬戸内市邑久町豊原８６－１ 常　勤:    1表取締役　森　信 新規 現存
     (薬       1) 平30. 4. 2
     非常勤:    3
     (薬       3)
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  668121,006,4 ハロー薬局　尾張店 〒701-4221 086-924-7796株式会社ハローファー兒山　智治 平26. 3. 1 薬局
     瀬戸内市邑久町尾張１３４６－６常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)児山　恵 平26. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  669121,007,2 くるみ薬局 〒701-4246 0869-24-7064栗林薬品　株式会社　石村　浩三 平26. 5. 1他   薬局
     瀬戸内市邑久町山田庄２１２番地常　勤:    1代表取締役　薦田　直 新規 現存
     １１ (薬       1)人 平26. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  670130,002,2 大谷薬局 〒709-0812 086-955-0803粟井　雄示 粟井　雄示 平30. 1. 1 薬局
     赤磐市沼田１２６０－１ 常　勤:    3 交代 現存
     (薬       3) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  671131,001,3 ザグザグ薬局　町苅田〒701-2222 086-957-3998株式会社　ザグザグ　佐藤　美奈 平18. 8. 1 薬局
     店 赤磐市町苅田９４０－１ 常　勤:    1代表取締役　森　信 移転 現存
     (薬       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  672131,002,1 ゴダイ薬局　桜が丘店〒709-0721 086-995-9951ゴダイ株式会社　代表前田　竜男 平19. 4. 1他   薬局
     赤磐市桜が丘東５－５－２７９ 常　勤:    3取締役　浦上　晃之 新規 現存
     (薬       3) 平25. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  673131,003,9 やまかわ薬局 〒709-0835 086-955-9971株式会社　山川　代表山川　朱実 平19. 8. 1他   薬局
     赤磐市西中１１８８－６ 常　勤:    3取締役　山川　耕 新規 現存
     (薬       3) 平25. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  674131,004,7 おかやま薬局山陽店 〒709-0827 086-955-0080株式会社オカイ・メデ古野　勝彦 平20. 3. 1 薬局
     赤磐市山陽４丁目１３－１ 常　勤:    1ィカル・ファーマシー 新規 現存
     (薬       1)　代表取締役　中川　 平26. 3. 1
     非常勤:    5宏
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  675131,005,4 サカエ薬局山陽店 〒709-0804 086-955-2512株式会社メディカメン松島　真弓 平22. 2. 1他   薬局
     赤磐市日古木７９９－１ 常　勤:    5ト　代表取締役　役重 移転 現存
     (薬       5)　昌広 平28. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  676131,006,2 ザグザグ薬局下市店 〒709-0816 086-956-5445株式会社ザグザグ　代山本　孝代 平23. 9. 1 薬局
     赤磐市下市３６４－３ 常　勤:    1表取締役　森　信 新規 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  677131,008,8 すさい薬局 〒701-2503 086-954-2880株式会社美郷ファーマ山内　良介 平27. 9. 1 薬局
     赤磐市周匝７２８－２ 常　勤:    3シー　代表取締役　田 新規 現存
     (薬       3)代　正昭 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  678141,001,1 有限会社　つむら薬局〒716-1433 0866-52-9511有限会社　つむら薬局津村　康弘 平17.12. 1 薬局
     真庭市下呰部４５１－１ 常　勤:    1　代表取締役　津村　 組織変更 現存
     (薬       1)康弘 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  679141,002,9 有限会社　エス・ジー〒719-3201 0867-42-5656有限会社　エス・ジー山本　加代子 平18. 1. 1 薬局
     ・エッチ　てしま薬局真庭市久世２４３３－７ 常　勤:    1・エッチ　てしま薬局 新規 現存
     久世駅前店 (薬       1)　代表取締役　手島　 平30. 1. 1
     非常勤:    1靖
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  680141,003,7 真庭中央薬局 〒719-3144 0867-52-7321津山調剤薬局株式会社岡本　勇太 平18. 9. 1 薬局
     真庭市落合垂水２４９－１ 常　勤:    5　代表取締役　難波　 新規 現存
     (薬       5)秀之 平24. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  681141,004,5 真庭会立　しらうめ薬〒719-3144 0867-52-5101株式会社　エムピーエ藤本　幸一 平18.10. 1 薬局
     局 真庭市落合垂水４３７－２ 常　勤:    1ー　代表取締役　手島 新規 現存
     (薬       1)　靖 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  682141,005,2 コスモス薬局 〒716-1402 0866-52-3320有限会社　アイ薬局　髙田　昌義 平18.11. 6他   薬局
     真庭市山田１８９４ 常　勤:    1代表取締役　村木　理 移転 現存
     (薬       1)英 平24.11. 6
     非常勤:    7
     (薬       7)



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［岡山県］

［平成30年 6月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成30年 6月 4日作成    92 頁

  683141,007,8 なでしこ薬局 〒719-3115 0867-53-0770株式会社　Ｙ＆Ｍ　代山本　直樹 平20. 4. 1 薬局
     真庭市中４４８－１ 常　勤:    1表取締役　山本　直樹 新規 現存
     (薬       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  684141,008,6 ほくぼう薬局 〒716-1411 0866-52-4816株式会社あさがお　代神﨑　雄一郎 平21.11. 1他   薬局
     真庭市上水田３８２４－１ 常　勤:    1表取締役　神﨑　雄一 新規 現存
     (薬       1)郎 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  685141,009,4 有限会社吉松屋薬局 〒719-3201 0867-42-1105有限会社吉松屋薬局　並川　 平22. 4. 1 薬局
     真庭市久世２８１３ 常　勤:    3代表取締役　並川　 移転 現存
     (薬       3) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  686141,010,2 のぞみ薬局くせ店 〒719-3201 0867-42-3101有限会社のぞみ薬局　春名　浩孝 平22. 5. 1 薬局
     真庭市久世字東町２８２３－２ 常　勤:    1代表取締役　須江　朋 新規 現存
     (薬       1)徳 平28. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  687141,011,0 そうごう薬局　真庭勝〒717-0013 0867-44-7101総合メディカル株式会河野　貴之 平26. 3. 1 薬局
     山店 真庭市勝山２６０ 常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平26. 3. 1
     非常勤:   30
     (薬      30)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  688141,014,4 吉松屋薬局月田店 〒717-0024 0867-45-0161有限会社吉松屋薬局　上木　純一 平29. 1. 1 薬局
     真庭市月田６８２７－１ 常　勤:    1代表取締役　並川　 新規 現存
     (薬       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  689151,001,8 むさしの里薬局 〒707-0412 0868-78-7155むさしの里薬局有限会田中　利枝 平17. 5. 1 薬局
     美作市古町１６６３－２ 常　勤:    1社　代表取締役　田中 移転 現存
     (薬       1)　利枝 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  690151,002,6 ありもと薬局大原病院〒707-0412 0868-78-7195有限会社　エー・アー田代　洋美 平17. 5. 1 薬局
     前店 美作市古町１７７８－１ 常　勤:    3ル・アイ　取締役　有 移転 現存
     (薬       3)元　利之 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  691151,003,4 さくら薬局作東店 〒709-4234 0868-75-0974さくらグループ株式会西下　佳余 平17.11.28 薬局
     美作市江見４８２－１ 常　勤:    2社　代表取締役　平野 移転 現存
     (薬       2)　真実 平29.11.28
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  692151,004,2 マスカット薬局　湯郷〒707-0062 0868-73-6110株式会社マスカット薬藤本　浩之 平19. 4. 1 薬局
     店 美作市湯郷８１５－４ 常　勤:    1局　代表取締役　高橋 新規 現存
     (薬       1)　正志 平25. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  693151,005,9 葦陽勝田薬局 〒707-0113 0868-77-1372株式会社ミルキーファ川西　円志 平27. 9. 1 薬局
     美作市真加部５４－４ 常　勤:    1ーマシー　代表取締役 交代 現存
     (薬       1)　松山　喜範 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  694151,006,7 とよくに薬局 〒707-0015 0868-72-8828有限会社友愛薬局　代中島　聡 平28. 1. 1 薬局
     美作市豊国原３０７－１ 常　勤:    1表取締役　久保　宏之 交代 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  695161,001,6 こんこうファーマシー〒719-0104 0865-42-6667こんこうファーマシー中務　二一 平18.10. 1 薬局
     薬局 浅口市金光町占見新田７４０－２常　勤:    3株式会社　代表取締役 新規 現存
     (薬       3)　中務　二一 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  696161,003,2 中務薬局 〒719-0104 0865-42-3167こんこうファーマシー中務　妙子 平22. 1. 1他   薬局
     浅口市金光町占見新田７４８ 常　勤:    1株式会社　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　中務　二一 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  697161,004,0 エスマイル薬局立脇店〒719-0244 0865-45-8770株式会社エスマイル　中村　和久 平23.10. 1 薬局
     浅口市鴨方町深田９９０－４ 常　勤:    3代表取締役　中村　勝 交代 現存
     (薬       3)洋 平29.10. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  698161,005,7 ファミリー薬局鴨方店〒719-0243 0865-45-9208有限会社ファミリー調中 　しのぶ 平24. 5. 1 薬局
     浅口市鴨方町鴨方１６３９－５ 常　勤:    2剤薬局　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)中原　良一 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  699161,006,5 田辺薬局金光店 〒719-0105 0865-42-9930田辺薬局有限会社　代太田　直樹 平28. 7. 1 薬局
     浅口市金光町占見７９－１ 常　勤:    1表取締役　工藤　一郎 新規 現存
     (薬       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  700161,007,3 ドルフィン薬局 〒714-0101 0865-54-0930株式会社ドルフィン・富田　啓一郎 平28. 6.20 薬局
     浅口市寄島町３０６４ 常　勤:    1エイド　代表取締役　 交代 現存
     (薬       1)福嶋　裕美子 平28. 6.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  701161,008,1 金光駅前薬局 〒719-0104 0865-42-5282株式会社ほのぼのファ山本　美智子 平29.11. 3 薬局
     浅口市金光町占見新田３９８－６常　勤:    1ーマシー　代表取締役 移転 現存
     (薬       1)　山本　清子 平29.11. 3
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  702211,003,2 成広薬局 〒709-2133 0867-24-0136株式会社成広薬局　代成廣　總一郎 平 2.11. 7 薬局
     岡山市北区御津金川７６５ 常　勤:    1表取締役　成廣　和朗 現存
     (薬       1) 平29.11. 7
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  703211,005,7 かくたに薬局 〒709-3111 086-722-2325株式会社角谷愛國堂　角谷　元史 平 6. 6. 1 薬局
     岡山市北区建部町福渡４９７ 常　勤:    1代表取締役　角谷　元 現存
     (薬       1)史 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  704211,006,5 ヘルスパークかくたに〒709-2121 086-724-2325株式会社角谷愛國堂　角谷　啓子 平 6. 7. 1 薬局
     薬局　みつ店 岡山市北区御津宇垣１４１４－２常　勤:    1代表取締役　角谷　元 現存
     (薬       1)史 平30. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  705211,008,1 サンヨー薬局　たけべ〒709-3142 086-722-4400株式会社　エム・エス井手　良太 平 8. 9. 1他   薬局
     店 岡山市北区建部町建部上３２６－常　勤:    4経営企画　代表取締役 新規 現存
     ３ (薬       4)　青野　章 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  706211,009,9 成広薬局宇垣店 〒709-2121 0867-24-4271株式会社成広薬局　代成廣　英朗 平 9. 3. 1 薬局
     岡山市北区御津宇垣１５５９番地常　勤:    1表取締役　成廣　和朗 新規 現存
     (薬       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  707211,010,7 おかやま薬局御津店 〒709-2117 0867-24-3030株式会社オカイ・メデ飯田　聡 平10. 5. 1 薬局
     岡山市北区御津野々口４１９－１常　勤:    1ィカル・ファーマシー 新規 現存
     (薬       1)　代表取締役　中川　 平28. 5. 1
     非常勤:    3宏
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  708211,012,3 成広薬局はら店 〒709-2121 0867-24-9571株式会社成広薬局　代成広　俊郎 平14. 2. 1 薬局
     岡山市北区御津宇垣１６８７－１常　勤:    1表取締役　成廣　和朗 新規 現存
     １ (薬       1) 平26. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  709211,013,1 おかやま薬局　福渡店〒709-3112 0867-22-9800株式会社　オカイ・メ中村　勇太 平18. 4. 1 薬局
     岡山市北区建部町川口１５２４－常　勤:    1ディカル・ファーマシ 新規 現存
     ６ (薬       1)ー　代表取締役　中川 平30. 4. 1
     非常勤:    2　宏
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  710220,017,1 ファーマシー蒼樹薬局〒709-0802 0869-55-6546青木　美根子 青木　美根子 平 8. 5. 1 薬局
     赤磐市桜が丘西２－１－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  711221,007,1 サンヨー薬局 〒709-0816 0869-55-8940株式会社エム・エス経橋本　恭子 平 6.12. 1 薬局
     赤磐市下市字南１８６－１ 常　勤:    4営企画　代表取締役　 現存
     (薬       4)青野　章 平27.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  712221,009,7 さくら薬局 〒709-0822 0869-55-5510有限会社さくら薬局　中嶋　淳子 平 7. 1. 1他   薬局
     赤磐市岩田６３－１ 常　勤:    1代表取締役　中嶋　淳 現存
     (薬       1)子 平28. 1. 1
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  713221,011,3 サンヨー薬局　瀬戸店〒709-0876 0869-52-3271株式会社エム・エス経真野　章弘 平 8. 4. 1 薬局
     岡山市東区瀬戸町光明谷２０９－常　勤:    2営企画　代表取締役　 新規 現存
     １３ (薬       2)青野　章 平29. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  714221,012,1 サカエ薬局　赤坂店 〒701-2222 0869-57-2910株式会社メディカメン安原　宏信 平 9.12. 1他   薬局
     赤磐市町苅田９４４－３ 常　勤:    2ト　代表取締役　役重 新規 現存
     (薬       2)　昌広 平27.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  715221,013,9 ナビ薬局　赤坂店 〒701-2224 0869-57-9200有限会社　ナビック　岡本　千尋 平10. 2. 1 薬局
     赤磐市西窪田５３４－２ 常　勤:    2代表取締役　岡本　千 新規 現存
     (薬       2)尋 平28. 2. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  716221,014,7 サンヨー薬局　赤磐店〒709-0876 0869-52-5011株式会社　エム・エス中嶋　和生 平10. 4. 1 薬局
     岡山市東区瀬戸町光明谷字伊料２常　勤:    5経営企画　代表取締役 新規 現存
     ０１－１２ (薬       5)　青野　章 平28. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  717221,017,0 あすなろ薬局 〒709-0854 0869-52-5333岡山共立薬品株式会社佐々木　寿子 平11. 3. 1 薬局
     岡山市東区瀬戸町江尻１３５７－常　勤:    4　代表取締役　濱田　 新規 現存
     １ (薬       4)勇介 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  718221,018,8 おかやま薬局　赤坂店〒701-2202 0869-57-2196株式会社　オカイ・メ赤堀　久美子 平11. 4. 1 薬局
     赤磐市坂辺８－５ 常　勤:    1ディカル・ファーマシ 新規 現存
     (薬       1)ー　代表取締役　中川 平29. 4. 1
     非常勤:    3　宏
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  719221,019,6 プラス薬局 〒709-0861 086-952-9988有限会社　プラス薬局茅根　由圭理 平12. 5. 1 薬局
     岡山市東区瀬戸町瀬戸１９０－４常　勤:    3　代表取締役　茅根　 組織変更 現存
     (薬       3)由圭理 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  720221,020,4 有限会社　大手町薬局〒709-0821 0869-56-0168有限会社　大手町薬局横山　尚生 平13.12. 1 薬局
     メディカルスワミ 赤磐市河本１１４１－１ 常　勤:    3　代表取締役　松永　 新規 現存
     (薬       3)大輝 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  721221,021,2 みらい薬局　山陽桜が〒709-0802 0869-56-1133有限会社　未来薬局　国末　恵子 平13.12. 1 薬局
     丘西店 赤磐市桜が丘西４－１－９ 常　勤:    4代表取締役　小川　英 新規 現存
     (薬       4)二 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  722221,023,8 ミント薬局 〒709-0876 0869-52-3399有限会社ミント薬局　岡本　直子 平14.10. 1他   薬局
     岡山市東区瀬戸町光明谷２２１－常　勤:    1代表取締役　岡本　直 新規 現存
     １ (薬       1)子 平26.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  723221,025,3 パストラーレ瀬戸薬局〒709-0855 0869-52-5999有限会社　エフケーエ堀　誠 平17. 5. 1 薬局
     岡山市東区瀬戸町沖２７３－４ 常　勤:    4ム　代表取締役　淡路 新規 現存
     (薬       4)　英広 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  724221,026,1 ザグザグ薬局　瀬戸店〒709-0855 086-952-9588株式会社　ザグザグ　梅村　佐和子 平18. 5. 1 薬局
     岡山市東区瀬戸町沖１１９ 常　勤:    1代表取締役　森　信 新規 現存
     (薬       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  725231,007,9 サンヨー薬局　和気店〒709-0451 0869-93-0943株式会社エム・エス経兼清　啓倫 平 6.10. 1 薬局
     和気郡和気町和気６６９ 常　勤:    5営企画　代表取締役　 現存
     (薬       5)青野　章 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  726231,008,7 小原薬局 〒709-0451 0869-92-0555株式会社　オハラ　代森脇　則子 平 7. 7. 5 薬局
     和気郡和気町和気６５２ 常　勤:    1表取締役　武本　完爾 現存
     (薬       1) 平28. 7. 5
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  727231,009,5 有限会社　林薬局 〒709-0521 0869-88-1148有限会社　林薬局　代林　美恵子 平 8. 5.18 薬局
     和気郡和気町父井原４３０番３ 常　勤:    2表取締役　林　美恵子 移転 現存
     (薬       2) 平29. 5.18
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  728231,012,9 ゴダイ薬局和気店 〒709-0442 0869-92-9675ゴダイ株式会社　代表横井　章二 平23. 7. 1 薬局
     和気郡和気町福富６３８－３ 常　勤:    2取締役　浦上　晃之 移転 現存
     (薬       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  729231,013,7 東邦薬局　和気店 〒709-0421 0869-93-3510株式会社ココカラファ時實　昭彦 平30. 4. 1 薬局
     和気郡和気町日室１４３－１ 常　勤:    6インヘルスケア　代表 交代 現存
     (薬       6)取締役　塚本　厚志 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  730241,003,6 有限会社　栄町ヤマト〒701-4302 0869-34-5466有限会社　栄町ヤマト岡本　憲二 平 8. 7. 1 薬局
     薬局 瀬戸内市牛窓町牛窓４８０８－３常　勤:    3薬局　代表取締役　大 組織変更 現存
     (薬       3)和　彰夫 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  731241,004,4 岡本薬局 〒701-4223 086-922-2013有限会社　岡本商店　岡本　静枝 平 9. 9. 1 薬局
     瀬戸内市邑久町豊原３３９－２ 常　勤:    2代表取締役　岡本　洋 移転 現存
     (薬       2)明 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  732241,006,9 竹原薬局 〒701-4264 0869-26-3044有限会社　竹原薬品　竹原　克江 平11. 6. 1 薬局
     瀬戸内市長船町土師１１２－５ 常　勤:    2代表取締役　竹原　裕 組織変更 現存
     (薬       2)雅 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  733241,007,7 金光薬局　長船店 〒701-4276 0869-26-8366金光薬品株式会社　代山内　譲治 平13.12. 1 薬局
     瀬戸内市長船町服部５２２－１ 常　勤:    2表取締役　北山　佑二 新規 現存
     (薬       2) 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  734241,008,5 さくら薬局　長船店 〒701-4264 0869-26-6402有限会社ファルマス　小田　肇 平14.10. 1他   薬局
     瀬戸内市長船町土師１２１２－６常　勤:    2代表取締役　小田　肇 新規 現存
     (薬       2) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  735251,005,8 アイビー薬局彦崎 〒710-0151 08636-3-9033有限会社　ケイムズ・岡本　英隆 平10.10. 1 薬局
     岡山市南区植松７００－２ 常　勤:    2メディカ　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　松岡　裕之 平28.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［岡山県］

［平成30年 6月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成30年 6月 4日作成    99 頁

  736251,006,6 株式会社ダテ薬局　彦〒709-1213 08636-2-1040株式会社ダテ薬局　代中山　純子 平15.11. 1他   薬局
     崎店 岡山市南区彦崎２９０７－３５ 常　勤:    5表取締役　伊達　元英 移転 現存
     (薬       5) 平27.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  737261,003,1 かすみ薬局　早島店 〒701-0303 086-482-4440有限会社かすみ　代表山本　睦美 平 8. 6. 1 薬局
     都窪郡早島町前潟２８１－２ 常　勤:    1取締役　小島　美穂子 新規 現存
     (薬       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  738261,005,6 ハヤシマ薬局 〒701-0304 086-480-1288有限会社　ファーマシ林田　晴介 平13. 7. 1 薬局
     都窪郡早島町早島水田３３１７－常　勤:    3ー　代表取締役　神田 新規 現存
     ３ (薬       3)　洋志 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  739261,006,4 フロンティア薬局　早〒701-0304 086-480-0175株式会社　フロンティ定金　陽子 平14. 1. 1 薬局
     島店 都窪郡早島町早島３５２６－６ 常　勤:    4ア　代表取締役　重森 新規 現存
     (薬       4)　裕之 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  740261,007,2 富永薬局　早島店 〒701-0304 086-441-8037有限会社富永薬局　取小林　香織 平28. 4. 1 薬局
     都窪郡早島町早島１４７３ 常　勤:    2締役社長　富永　護 新規 現存
     (薬       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  741271,003,9 サンメディカル薬局　〒719-0303 0865-64-6373（株）サン・メディカ竹内　友規子 平 4.10. 1 薬局
     浜中店 浅口郡里庄町浜中９３－１０４ 常　勤:    4ル　代表取締役　卜部 現存
     (薬       4)忠利 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  742271,004,7 田辺薬局　本店 〒719-0252 086-544-2871田辺薬局有限会社　代工藤　恵子 平 6. 9.19 薬局
     浅口市鴨方町六条院中３２３３ー常　勤:    2表取締役　工藤一郎 現存
     １ (薬       2) 平24. 9.19
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  743271,006,2 有限会社　さなだ薬局〒710-0261 086-552-3595有限会社　さなだ薬局真田　晶子 平 9. 7. 1 薬局
     倉敷市船穂町船穂１４１３－１ 常　勤:    2　代表取締役　眞田　 新規 現存
     (薬       2)誠司 平30. 7. 1



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［岡山県］

［平成30年 6月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成30年 6月 4日作成   100 頁

  744271,007,0 金光薬局　金光店 〒719-0113 0865-42-9070金光薬品株式会社　代小野　眞史 平10. 6. 1 特定機能
     浅口市金光町佐方９２－２ 常　勤:    4表取締役　北山　佑二 新規 薬局
     (薬       4) 平28. 6. 1 現存
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  745271,008,8 田辺薬局　新町店 〒719-0243 0865-44-8498田辺薬局有限会社　代上田　裕子 平11. 3. 1 薬局
     浅口市鴨方町鴨方１０７９－１３常　勤:    3表取締役　工藤　一郎 新規 現存
     (薬       3) 平29. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  746271,012,0 ファミリー薬局 〒719-0302 0865-69-4312有限会社ファミリー調佐藤　満恵 平14. 9. 1他   薬局
     浅口郡里庄町新庄２９２８－２ 常　勤:    3剤薬局　代表取締役　 新規 現存
     (薬       3)中原　良一 平26. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  747271,013,8 ファーマシィ　よりし〒714-0101 0865-54-9661株式会社ファーマシィ永廣　陽子 平16. 5. 1 薬局
     ま薬局 浅口市寄島町７５４３－１０ 常　勤:    1　代表取締役　武田　 新規 現存
     (薬       1)宏 平28. 5. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  748271,014,6 はた薬局　里庄店 〒719-0302 0865-69-4477株式会社　はた薬局　秦　志保 平18.12. 1 薬局
     浅口郡里庄町新庄１３８８－３ 常　勤:    1代表取締役　秦　正範 新規 現存
     (薬       1) 平24.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  749280,006,1 久津間薬局 〒714-1201 0866-82-0120久津間　環 久津間　環 平18.11. 1 薬局
     小田郡矢掛町矢掛３１７４ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  750281,003,7 イヨウ薬局　矢掛店 〒714-1202 0866-82-0715葦陽薬品株式会社　代栗原　路子 平10. 4. 1 薬局
     小田郡矢掛町小林２９２－１ 常　勤:    2表取締役　中島　康隆 新規 現存
     (薬       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  751281,004,5 アルファー薬局　小田〒714-1227 0866-82-5570有限会社アルファー　島村　亘 平16.10. 1 薬局
     店 小田郡矢掛町小田５５３７－１０常　勤:    3代表取締役　島村　俊 新規 現存
     (薬       3)二 平28.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
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  752281,005,2 ファーマシィやかげ薬〒714-1201 0866-82-5131株式会社ファーマシィ尾上　洋 平21.10. 1他   薬局
     局 小田郡矢掛町矢掛２６８５－１ 常　勤:    1　代表取締役　武田　 新規 現存
     (薬       1)宏 平27.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  753281,007,8 エスマイル薬局やかげ〒714-1201 0866-82-9696株式会社エスマイル　東中　慶太 平23.10. 1 薬局
     店 小田郡矢掛町矢掛２６８８－５ 常　勤:    2代表取締役　中村　勝 交代 現存
     (薬       2)洋 平29.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  754281,009,4 ロマン薬局 〒714-1201 0866-84-0030株式会社　スギファー杉原　祥秀 平27. 4.28 薬局
     小田郡矢掛町矢掛２５５８－７ 常　勤:    3マシーズ　代表取締役 新規 現存
     (薬       3)　杉原　祥史 平27. 4.28
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  755290,003,6 藤井薬局 〒714-2102 0866-72-0017藤井　清美 藤井　清美 平 8. 3. 1 薬局
     井原市芳井町与井１２２ 常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  756301,003,3 （有）マビ薬局 〒710-1313 0866-98-5558（有）マビ薬局　代表高槻　七江 昭63.11.30他   薬局
     倉敷市真備町川辺１９２０－１ 常　勤:    2取締役　高槻　聡一 現存
     (薬       2) 平27.11.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  757301,005,8 スマイル薬局　真備店〒710-1313 086-698-9280株式会社岡山医学検査尾山　祐次郎 平11. 9. 1 薬局
     倉敷市真備町川辺１８３４－６ 常　勤:    3センター　代表取締役 新規 現存
     (薬       3)　矢吹　数男 平29. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  758331,001,1 さくら薬局　大佐店 〒719-3503 0867-98-3770さくらグループ株式会杉本　旬子 平10. 4. 1 薬局
     新見市大佐小阪部小守田１４６４常　勤:    2社　代表取締役　平野 新規 現存
     －３ (薬       2)　真実 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  759341,006,8 ユアサ薬局 〒719-3105 0867-52-2134（株）ユアサ薬局　代中谷　幸 平 4. 8. 1 薬局
     真庭市西原１６６－１ 常　勤:    4表取締役　湯浅　勇巳 現存
     (薬       4) 平28. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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  760341,010,0 有限会社エス・ジー・〒719-3202 0867-42-6088有限会社エス・ジー・手島　靖 平 5.11. 1 薬局
     エッチてしま薬局 真庭市中島４０５－１ 常　勤:    1エッチてしま薬局　代 現存
     (薬       1)表取締役　手島　靖 平29.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  761341,015,9 ユアサ泉橋薬局 〒719-3202 086-742-4447株式会社　ユアサ薬局湯浅　総司 平 9. 7. 1 薬局
     真庭市中島４１１－５ 常　勤:    2　代表取締役　湯浅　 新規 現存
     (薬       2)勇巳 平30. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  762341,016,7 有限会社エス・ジー・〒719-3155 0867-52-7160有限会社エス・ジー・長尾　敦子 平 9.10. 1 薬局
     エッチてしま薬局下方真庭市下方１２２５－５ 常　勤:    2エッチてしま薬局　代 新規 現存
     店 (薬       2)表取締役　手島　靖 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  763341,017,5 有限会社エス・ジー・〒717-0024 0867-44-5577有限会社エス・ジー・上木　純一 平 9.11. 1 薬局
     エッチ　てしま薬局　真庭市月田６８２６－４ 常　勤:    2エッチてしま薬局　代 新規 休止
     月田店 (薬       2)表取締役　手島　靖 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  764341,018,3 有限会社　中山薬局下〒719-3155 0867-52-7177有限会社　中山薬局　森下　博樹 平 9.12. 1他   薬局
     方店 真庭市下方５７９－５ 常　勤:    1代表取締役　中山　清 新規 現存
     (薬       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  765341,019,1 安部薬局 〒719-3224 0867-42-7217有限会社　安部薬局　安部　卓之 平10. 1. 1他   薬局
     真庭市目木１８８１ 常　勤:    1代表取締役　安部　卓 新規 現存
     (薬       1)之 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  766341,020,9 有限会社エス・ジー・〒719-3201 0867-42-7230有限会社エス・ジー・手島　利枝 平10. 5. 1 薬局
     エッチ　てしま薬局旭真庭市久世２９２３－１ 常　勤:    1エッチ　てしま薬局　 新規 現存
     町店 (薬       1)代表取締役　手島　靖 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  767341,021,7 エンジェル薬局 〒717-0013 0867-44-7150有限会社　真庭薬局　山本　陽一 平11. 2. 1 薬局
     真庭市勝山１０７３－６ 常　勤:    2代表取締役　山本　直 新規 現存
     (薬       2)樹 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  768341,022,5 サカエ薬局　勝山店 〒717-0007 0867-44-5270株式会社メディカメン高橋　美香子 平12. 6. 1 薬局
     真庭市本郷字横岩１８２３－３ 常　勤:    3ト　代表取締役　役重 新規 現存
     (薬       3)　昌広 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  769341,023,3 有限会社　長綱薬局 〒717-0505 0867-66-2279有限会社　長綱薬局　長綱　佐斗士 平13. 5. 1 薬局
     真庭市蒜山上長田４８８番４ 常　勤:    1代表取締役　長綱　佐 組織変更 現存
     (薬       1)斗士 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  770341,024,1 こうち薬局 〒719-3122 0867-55-2020津山調剤薬局株式会社河本　浩一 平14. 4. 1 薬局
     真庭市下河内３１３－８ 常　勤:    1　代表取締役　難波　 新規 現存
     (薬       1)秀之 平26. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  771341,025,8 スーパードラッグたん〒717-0022 0867-44-6200有限会社　たんぽぽ　寺岡　信陸 平14. 5. 1他   薬局
     ぽぽ勝山薬局 真庭市三田１４９－１ 常　勤:    1代表取締役　寺岡　信 新規 現存
     (薬       1)陸 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  772341,026,6 有限会社エス・ジー・〒717-0013 0867-44-7577有限会社エス・ジー・長尾　敦子 平15.10. 1他   薬局
     エッチてしま薬局　勝真庭市勝山８６－１ 常　勤:    2エッチてしま薬局　代 新規 現存
     山店 (薬       2)表取締役　手島　靖 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  773341,027,4 久世大橋薬局 〒719-3201 0867-45-0808有限会社エス・ジー・刀川　鈴子 平27. 9. 1 薬局
     真庭市久世２３９８－９ 常　勤:    1エッチてしま薬局　代 新規 現存
     (薬       1)表取締役　手島　靖 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  774341,028,2 株式会社早川町薬局 〒719-3201 0867-42-3441株式会社早川町薬局　坪内　進 平30. 4. 1 薬局
     真庭市久世２５０９－１ 常　勤:    1代表取締役　坪内　進 交代 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  775351,005,7 そよかぜ薬局　寺元店〒708-0323 0868-54-7188有限会社　そよかぜ　松尾　眞智子 平10. 4. 1 薬局
     苫田郡鏡野町寺元３４１－７ 常　勤:    1代表取締役　冨永　美 新規 現存
     (薬       1)香子 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  776351,008,1 そよかぜ薬局 〒708-0332 0868-54-3988有限会社そよかぜ　代冨永　真志 平26.11. 1 薬局
     苫田郡鏡野町吉原２９ 常　勤:    2表取締役　冨永　美香 移転 現存
     (薬       2)子 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  777361,005,5 ワールド薬局 〒708-1325 0868-36-8606有限会社　ワールド薬小谷　勝教 平 7.12. 1 薬局
     勝田郡奈義町滝本１３３２－２ 常　勤:    1局　代表取締役　小谷 現存
     (薬       1)　勝教 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  778361,006,3 あしだ薬局　日本原店〒708-1205 0868-36-3450有限会社　あしだ薬局栗林　俊文 平 9. 5. 1 薬局
     津山市新野東１８１０－６１ 常　勤:    1　代表取締役　芦田年 新規 現存
     (薬       1)生 平30. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  779361,007,1 マスカット薬局　日本〒708-1204 0868-36-7057株式会社マスカット薬川上　茂利 平10.10. 1 薬局
     原店 津山市日本原３４５－５ 常　勤:    1局　代表取締役　髙橋 新規 現存
     (薬       1)　正志 平28.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  780361,008,9 有限会社　あしだ薬局〒708-1215 0868-29-7063有限会社　あしだ薬局勝村　藍子 平11. 6. 1 薬局
     　杉宮店 津山市杉宮１５－４ 常　勤:    1　代表取締役　芦田　 新規 現存
     (薬       1)年生 平29. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  781361,009,7 マスカット薬局　奈義〒708-1323 0868-36-7313株式会社マスカット薬小川　壮寛 平12. 1. 1 薬局
     店 勝田郡奈義町豊沢２９２番１２ 常　勤:    1局　代表取締役　髙橋 新規 現存
     (薬       1)　正志 平30. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  782361,011,3 勝央薬局 〒709-4311 0868-38-3270グリーンファーマシー中川　敦子 平12.10. 1 薬局
     勝田郡勝央町岡４０－８ 常　勤:    2株式会社　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　八津川　博子 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  783361,013,9 有限会社あしだ薬局　〒708-1224 0868-29-7388有限会社あしだ薬局　鳥觜　陽子 平16.10. 1 薬局
     上村店 津山市上村６１－４ 常　勤:    1代表取締役　芦田　年 新規 現存
     (薬       1)生 平28.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  784361,014,7 可児薬局 〒709-4316 0868-38-1272有限会社　可児薬局　可児　寿代 平16. 6. 6 薬局
     勝田郡勝央町勝間田７０７ 常　勤:    3代表取締役　可児　敬 移転 現存
     (薬       3)志 平28. 6. 6
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  785361,015,4 金時薬局 〒709-4312 0868-38-0811金時薬局有限会社　代寺井　竜平 平17. 6. 1 薬局
     勝田郡勝央町黒土７２－２ 常　勤:    3表取締役　溝口　雅子 新規 現存
     (薬       3) 平29. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  786371,009,5 山本薬局 〒707-0025 0868-72-0256有限会社山本薬局　代山本　啓子 平 6. 1.20 薬局
     美作市栄町１８３ 常　勤:    1表取締役　山本　将三 現存
     (薬       1) 平30. 1.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  787371,010,3 芳徳薬局 〒707-0025 0868-72-8748有限会社芳徳薬局　代山下　順史 平 6. 8. 1 薬局
     美作市栄町４０－１ 常　勤:    1表取締役　山本　陽子 現存
     (薬       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  788371,011,1 鳥越薬局 〒707-0062 0868-72-0204（有）鳥越薬局　代表鳥越　一男 平 6.12. 1他   薬局
     美作市湯郷７６６－１ 常　勤:    1取締役　鳥越　一男 現存
     (薬       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  789371,012,9 （有）春名薬局 〒709-4234 0868-75-0015（有）春名薬局　代表春名　理記子 平 7. 4. 1 薬局
     美作市江見４７６ 常　勤:    1取締役　春名　義久 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  790371,014,5 芳徳薬局　入田店 〒707-0004 0868-72-8865有限会社　芳徳薬局　塚田　博之 平 8. 4. 1 薬局
     美作市入田２２５－３ 常　勤:    2代表取締役　山本　陽 新規 現存
     (薬       2)子 平29. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  791371,015,2 グリーン薬局 〒707-0003 086-872-7171グリーン薬局有限会社楢原　伸章 平 9. 6. 1 薬局
     美作市明見５６３ 常　勤:    2　代表取締役　溝口　 新規 現存
     (薬       2)雅子 平30. 6. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  792371,016,0 芳徳薬局　英田店 〒701-2604 0868-74-7033有限会社　芳徳薬局　須田　暁雄 平10. 3. 1 薬局
     美作市福本５７２－１ 常　勤:    2代表取締役　山本　陽 新規 現存
     (薬       2)子 平28. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
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  793371,020,2 湯郷薬局 〒707-0062 0868-72-7073有限会社　湯郷薬局　湯原　康彦 平12. 8. 1 薬局
     美作市湯郷９１５－１４ 常　勤:    1代表取締役　湯原　康 新規 現存
     (薬       1)彦 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  794371,022,8 吉野薬局 〒709-4214 0868-76-7705株式会社　ファブール尾﨑　千鶴子 平13.12. 1 薬局
     美作市豆田４９－４ 常　勤:    2　代表取締役　玉田　 新規 現存
     (薬       2)尚 平25.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  795371,025,1 みつぼし薬局 〒707-0003 0868-73-6533津山調剤薬局株式会社廣戸　由紀 平15. 4. 1他   薬局
     美作市明見３５７－１４ 常　勤:    1　代表取締役　難波　 新規 現存
     (薬       1)秀之 平27. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  796371,026,9 そうごう薬局　湯郷店〒707-0061 0868-72-0671総合メディカル株式会松田　聖 平15. 7. 1他   薬局
     美作市中山１４７６－３ 常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平27. 7. 1
     非常勤:   30
     (薬      30)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  797381,006,9 キシ薬局　弓削店 〒709-3614 0867-28-9077有限会社　キシ薬局　直原　明美 平18.12. 1 薬局
     久米郡久米南町下弓削３８９－２常　勤:    1代表取締役　岸　良三 新規 現存
     (薬       1) 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  798391,001,8 田村薬局 〒716-1122 0866-54-9010有限会社　田村薬店　西山　佳子 平20.11. 1他   薬局
     加賀郡吉備中央町竹荘４９１－９常　勤:    1代表取締役　田村　美 新規 現存
     (薬       1)恵子 平26.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  799391,002,6 杉の子薬局 〒709-2331 0867-34-1688株式会社明伸会　代表高尾　成輝 平28.10. 1 薬局
     加賀郡吉備中央町下加茂１１０３常　勤:    2取締役　松尾　恭子 交代 現存
     番地９ (薬       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  800391,003,4 アイン薬局吉備中央店〒716-1241 0866-56-6868株式会社アインファー中村　庄吾 平29.10. 1 薬局
     加賀郡吉備中央町吉川７５２０－常　勤:    1マシーズ　代表取締役 新規 現存
     １０ (薬       1)　大石　美也 平29.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)


