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    1010,006.5 合資会社豊岡薬局 〒230-0062 045-581-4458（資）豊岡薬局　無限唐澤　敬一 昭32.10. 1 薬局
     鶴薬6 横浜市鶴見区豊岡町８－２３ 常　勤:    3責任社員　唐澤　照子 現存
     (薬       3) 平23.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2010,019.8 富士薬局有限会社 〒230-0037 045-501-6144富士薬局有限会社　代野中　美恵子 昭32.10. 1 薬局
     鶴薬19 横浜市鶴見区向井町１－１３ 常　勤:    1表取締役　野中　美恵 現存
     (薬       1)子 平11.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3010,051.1 有限会社菅原薬局 〒230-0052 045-511-0217（有）菅原薬局　代表菅原　三吉 昭32.10. 1 薬局
     鶴薬51 横浜市鶴見区生麦４－２８－１８常　勤:    2取締役　菅原　三吉 現存
     (薬       2) 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4010,074.3 ハマ薬局 〒230-0052 045-501-2580（株）ハマ薬局　代表川端　春二 平12.12. 1 薬局
     鶴薬74 横浜市鶴見区生麦５－２０－２７常　勤:    2取締役　川端　春二 移動 現存
     (薬       2) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5010,112.1 柏桜堂薬局 〒230-0011 583-0812 宮坂　俊治 宮坂　俊治 昭54. 3. 1 薬局
     鶴薬112 横浜市鶴見区上末吉５－５－１９常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平24. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6010,115.4 有限会社　江ケ崎薬局〒230-0002 045-582-5221（有）江ケ崎薬局　代 川　洋子 昭55. 1. 1 薬局
     鶴薬115 横浜市鶴見区江ケ崎町２０－２３常　勤:    1表取締役　佐藤　克己 現存
     (薬       1) 平22. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7010,117.0 株式会社ツルミフアー〒230-0022 045-501-7776（株）ツルミファーマ島田　喜彦 昭55. 6. 1 薬局
     鶴薬117 マシー 横浜市鶴見区市場東中町５－１１常　勤:    3シー　島田　喜彦 現存
     (薬       3) 平22. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8010,121.2 有限会社　なかしん薬〒230-0051 045-502-3080（有）なかしん薬局　中村　眞由子 昭57. 3.15 薬局
     鶴薬121 局 横浜市鶴見区鶴見中央２－９－１常　勤:    1代表取締役　中村　眞 現存
     ５ (薬       1)由子 平24. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9010,127.9 太陽産業（株）薬局部〒230-0052 045-501-2003太陽産業（株）　代表山口　八重 昭59. 3.15 薬局
     鶴薬127 横浜市鶴見区生麦３－８－４ 常　勤:    1取締役　山口　八重 現存
     (薬       1) 平23. 3.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
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   10010,137.8 ひかり薬局東寺尾店 〒230-0077 045-575-1463株式会社ひかり　代表飯嶋　昌則 昭61.11. 1 薬局
     鶴薬137 横浜市鶴見区東寺尾４－１６－２常　勤:    1取締役　森　澄人 現存
     ０ (薬       1) 平22.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11010,149.3 イムノファーマシー 〒230-0026 045-506-1600イムノエイト（株）　谷口　郁子 平 2. 1. 1 薬局
     鶴薬149 横浜市鶴見区市場富士見町８－２常　勤:    4代表取締役　谷口　郁 現存
     (薬       4)子 平23. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12010,151.9 有限会社ハート薬局 〒230-0076 045-585-2500（有）ハート薬局　代倉岡　芳枝 平11. 9.19 薬局
     鶴薬151 横浜市鶴見区馬場４－４０－１３常　勤:    3表取締役　渡部　秀夫 移動 現存
     (薬       3) 平23. 9.19
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13010,157.6 三共薬局 〒230-0027 045-501-0680樋口　美代子 樋口　美代子 平 3. 6.15 薬局
     鶴薬157 横浜市鶴見区菅沢町１９－２６ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平24. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14010,158.4 田辺薬局 〒230-0012 045-582-3693株式会社　田辺薬局　三原　正男 平 3. 7. 1 薬局
     鶴薬158 横浜市鶴見区下末吉１－２４－１常　勤:    7代表取締役　田辺　英 現存
     ５ (薬       7)子 平24. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15010,159.2 グラム調剤薬局横浜店〒230-0042 045-505-0611（株）グラム　代表取中原　健太 平 3.11. 1 薬局
     鶴薬159 横浜市鶴見区仲通１－５９－１２常　勤:    1締役　中川　一光 現存
     　第２グラムビル１Ｆ (薬       1) 平24.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16010,160.0 株式会社かもめ薬局 〒230-0062 045-571-7082株式会社かもめ薬局　久保田　ゆみ 平 4. 3. 1 薬局
     鶴薬160 横浜市鶴見区豊岡町１８－９ 常　勤:    2代表取締役　大塚　吉 現存
     (薬       2)史 平22. 3. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   17010,164.2 潮ファーマシー 〒230-0041 045-504-2544（有）エムティーエス井上　昭代 平 4. 4. 1 薬局
     鶴薬164 横浜市鶴見区潮田町２－１１４－常　勤:    3　代表取締役　鈴木　 現存
     ４ (薬       3)久夫 平22. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18010,167.5 有限会社安藤薬局 〒230-0041 501-3693 （有）安藤薬局　代表安藤　志津子 平 4.10. 1 薬局
     鶴薬167 横浜市鶴見区潮田町４－１５４－常　勤:    1取締役　安藤　志津子 現存
     １ (薬       1) 平22.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19010,169.1 有限会社　潮田薬局 〒230-0078 045-581-3732有限会社　潮田薬局　山田　三夫 平 4.10.15 薬局
     鶴薬169 横浜市鶴見区岸谷４－１９－１１常　勤:    1代表取締役　山田　三 現存
     (薬       1)夫 平22.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20010,174.1 田辺薬局　鶴見西口店〒230-0062 045-571-7700田辺薬局株式会社　代今井　美帆 平 5. 7.15 薬局
     鶴薬174 横浜市鶴見区豊岡町１７－２互省常　勤:    5表取締役　佐藤　淳一 新規 現存
     ビル１階 (薬       5) 平23. 7.15
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21010,176.6 太田薬局 〒230-0047 045-501-2004有限会社　太田薬局　太田　有子 平 5.10. 1 薬局
     鶴薬176 横浜市鶴見区下野谷町３－８８ 常　勤:    2代表取締役　太田　信 組織変更 現存
     (薬       2)治郎 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   22010,177.4 藤本一進堂薬局 〒230-0012 045-571-3030有限会社　藤本一進堂蓬畑　喜代子 平 5.10. 1 薬局
     鶴薬177 横浜市鶴見区下末吉１－５－１０常　勤:    2薬局　代表取締役　藤 組織変更 現存
     (薬       2)本　雅由紀 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   23010,181.6 ササヤ薬局 〒230-0001 045-582-0035有限会社ササヤ薬局　笹谷　則之 平 6. 7. 7 薬局
     鶴薬181 横浜市鶴見区矢向４－１０－１８常　勤:    2代表取締役　笹谷　則 移動 現存
     (薬       2)之 平24. 7. 7
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   24010,184.0 汐田薬局 〒230-0048 045-521-5748株式会社　ヒューメデ小橋　紀子 平24. 5. 1 薬局
     鶴薬184 横浜市鶴見区本町通１－３０－３常　勤:    6ィカ　代表取締役　唐 移動 現存
     (薬       6)沢　淳子 平24. 5. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   25010,185.7 セントラル薬局 〒230-0047 045-511-2212有限会社　セントラル村山　香世子 平 7. 7. 1 薬局
     鶴薬185 横浜市鶴見区下野谷町４－１７７常　勤:    2ファーマシー　代表取 新規 現存
     (薬       2)締役　村山　香世子 平22. 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

［平成26年11月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成26年11月 4日作成     4 頁

   26014,000.4 ヨツバ薬局鶴見店 〒230-0015 045-580-1212株式会社ファーマみら安藤　広子 平25.11. 1 薬局
     鶴薬4000 横浜市鶴見区寺谷２－１３－１１常　勤:    1い　代表取締役　佃　 交代 現存
     (薬       1)敏之 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27014,001.2 オレンジ薬局　下末吉〒230-0012 045-716-9407株式会社サンライズ　佐塚　健治 平26. 1. 1 薬局
     鶴薬4001 店 横浜市鶴見区下末吉６－３－２５常　勤:    1代表取締役　竹内　秀 新規 現存
     (薬       1)夫 平26. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   28014,002.0 イムノファーマシー分〒230-0026 045-642-6600イムノエイト株式会社池田　明美 平26. 2. 1 薬局
     鶴薬4002 店 横浜市鶴見区市場富士見町１１－常　勤:    1　代表取締役　谷口　 新規 現存
     １７ (薬       1)郁子 平26. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29014,003.8 あろま薬局 〒230-0071 045-947-3450立川　早苗 立川　早苗 平26. 5. 1 薬局
     鶴薬4003 横浜市鶴見区駒岡３－１８－５　常　勤:    1 新規 現存
     １Ｆ (薬       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   30014,004.6 たんぽぽ薬局矢向店 〒230-0001 045-570-5477株式会社アインファー田端　啓史 平26. 4. 1 薬局
     鶴薬4004 横浜市鶴見区矢向５－１－１２ 常　勤:    2マシーズ　代表取締役 交代 現存
     (薬       2)　大谷　喜一 平26. 4. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   31014,005.3 くすのき薬局 〒230-0061 045-571-3133株式会社モントレー　山田　準也 平26. 5. 1 薬局
     鶴薬4005 横浜市鶴見区佃野町２４－３０ 常　勤:    1代表取締役　山田　準 交代 現存
     (薬       1)也 平26. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   32014,006.1 スター調剤尻手店 〒230-0001 045-570-5657株式会社ＪＥＣ　代表佐久間　章雄 平26. 6. 1 薬局
     鶴薬4006 横浜市鶴見区矢向３－５－３ 常　勤:    2取締役　中島　憲次 交代 現存
     (薬       2) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   33014,007.9 スターファーマシー矢〒230-0001 045-575-6066株式会社ＪＥＣ　代表石坂　源大 平26. 6. 1 薬局
     鶴薬4007 向店 横浜市鶴見区矢向６－８－２１ 常　勤:    1取締役　中島　憲次 交代 現存
     (薬       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   34018,187.5 阿部薬局 〒230-0062 045-584-1478株式会社　阿部薬局　阿部　正隆 平24. 1.30 薬局
     鶴薬187 横浜市鶴見区豊岡町２１－２３ 常　勤:    2代表取締役　阿部　正 移動 現存
     (薬       2)隆 平24. 1.30
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   35018,191.7 鶴見中央薬局 〒230-0051 045-507-2500有限会社　カナガワイ川邊　寿子 平13.11. 1 薬局
     鶴薬191 横浜市鶴見区鶴見中央４－４３－常　勤:    2ノン　代表取締役　島 移動 現存
     １鶴見イーストリバー１Ｆ (薬       2)田　喜彦 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   36018,192.5 小山薬局 〒230-0042 045-501-3633山地　昭一 山地　昭一 平 9. 4.15 薬局
     鶴薬192 横浜市鶴見区仲通１－３ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平24. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   37018,193.3 子安調剤薬局 〒230-0051 045-511-1251株式会社　子安　代表山倉　成美 平17.10. 3 薬局
     鶴薬193 横浜市鶴見区鶴見中央４－２－２常　勤:    5取締役　子安　裕美 移動 現存
     ＭＹビル (薬       5) 平23.10. 3
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   38018,195.8 ニコニコ薬局 〒230-0076 045-573-4840有限会社オムス企画　大森　宏章 平 9.11. 1 薬局
     鶴薬195 横浜市鶴見区馬場１－６－３２荒常　勤:    1代表取締役　山形　光 新規 現存
     井ビル１Ｆ (薬       1)正 平24.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   39018,196.6 タカラ薬局 〒230-0061 045-573-1378高良　則子 高良　則子 平22. 9.12 薬局
     鶴薬196 横浜市鶴見区佃野町２３－１７ 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平22. 9.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   40018,197.4 ファーマシーフォレス〒230-0078 045-584-8300株式会社　ひかり　代菅野　健司 平10. 4. 1 薬局
     鶴薬197 ト　岸谷店 横浜市鶴見区岸谷１－１１－６ 常　勤:    3表取締役　森　澄人 その他 現存
     (薬       3) 平22. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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   41018,198.2 有限会社　タムラ薬局〒230-0052 045-501-9327有限会社タムラ薬局　田村　幸男 平10. 7.27 薬局
     鶴薬198 横浜市鶴見区生麦５－１－４ 常　勤:    2代表取締役　田村　幸 組織変更 現存
     (薬       2)男 平22. 7.27
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   42018,204.8 ことう薬局 〒230-0077 045-581-9605小藤　了 小藤　了 平12. 1.17 薬局
     鶴薬204 横浜市鶴見区東寺尾６－３７－１常　勤:    1 交代 現存
     ３ (薬       1) 平24. 1.17
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   43018,205.5 金本薬局 〒230-0001 045-581-2104金本　輝子 渡 　京子 平12. 3. 1 薬局
     鶴薬205 横浜市鶴見区矢向６－６－３７ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   44018,207.1 すずらん薬局 〒230-0017 045-570-0534株式会社　ティーアン楽　奈保美 平12. 7. 1 薬局
     鶴薬207 横浜市鶴見区東寺尾中台１２－１常　勤:    1ドエス　代表取締役　 新規 現存
     ２ (薬       1)堀江　富夫 平24. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   45018,210.5 テラオ薬局 〒230-0077 045-581-2594有限会社テラオ薬局　石井　正子 平16. 3.20 薬局
     鶴薬210 横浜市鶴見区東寺尾６－３６－９常　勤:    2代表取締役　石井　正 移動 現存
     (薬       2)子 平22. 3.20
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   46018,211.3 サンアイ薬局東寺尾店〒230-0077 045-585-9050有限会社　サンアイ薬山﨑　雅幸 平12.11. 1 薬局
     鶴薬211 横浜市鶴見区東寺尾５－６－１１常　勤:    4局　代表取締役　山下 新規 現存
     (薬       4)　正一 平24.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   47018,213.9 新つるみ薬局 〒230-0001 045-574-0111株式会社　ヒューメデ十市　隆弘 平13. 3.15 薬局
     鶴薬213 横浜市鶴見区矢向１－５－２４ 常　勤:   10ィカ　代表取締役　唐 新規 現存
     (薬      10)沢　淳子 平25. 3.15
     非常勤:   22
     (薬      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   48018,215.4 せんねん薬局 〒230-0015 045-570-6327有限会社　アスラック組本　優佳 平18.12.13 薬局
     鶴薬215 横浜市鶴見区寺谷１－３－２ 常　勤:    4　代表取締役　福司山 移動 現存
     (薬       4)　倫弘 平24.12.13
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   49018,216.2 太陽堂薬局潮田店 〒230-0041 045-521-7798株式会社　太陽堂薬局仁藤　智子 平13. 9. 1 薬局
     鶴薬216 横浜市鶴見区潮田町１－３７－５常　勤:    2　代表取締役　仁藤　 新規 現存
     (薬       2)拓人 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   50018,218.8 ウイン調剤薬局北寺尾〒230-0074 045-570-0820有限会社　ウインファ水谷　貴之 平14. 2. 1 薬局
     鶴薬218 店 横浜市鶴見区北寺尾６－５－３０常　勤:    1ーマ　代表取締役　藤 組織変更 現存
     (薬       1)田　勝久 平26. 2. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51018,222.0 こみや薬局駒岡店 〒230-0071 045-585-7058株式会社　古宮薬品　古岡　洋子 平14. 4.15 薬局
     鶴薬222 横浜市鶴見区駒岡５－６－１ジャ常　勤:    2代表取締役　古宮　一 新規 現存
     スコ駒岡店１Ｆ (薬       2)剛 平26. 4.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   52018,223.8 ウイン調剤薬局東寺尾〒230-0017 045-580-0731有限会社　ウインファ中村　功一 平23. 6. 1 薬局
     鶴薬223 店 横浜市鶴見区東寺尾中台３３－１常　勤:    1ーマ　代表取締役　藤 移動 現存
     ２ (薬       1)田　勝久 平23. 6. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   53018,225.3 陽だまり薬局　鶴見店〒230-0077 045-580-0011有限会社　メディケア上 　光世 平23. 4. 1 薬局
     鶴薬225 横浜市鶴見区東寺尾４－４－２３常　勤:    2　代表取締役　木野　 移動 現存
     (薬       2)篤 平23. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   54018,226.1 かちどき薬局鶴見店 〒230-0061 045-583-3881かちどき薬品株式会社原　由希子 平14. 8. 1 薬局
     鶴薬226 横浜市鶴見区佃野町２８－２ 常　勤:    1　代表取締役　戸村　 組織変更 現存
     (薬       1)靖豊 平26. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   55018,228.7 せんねん薬局生麦店 〒230-0052 045-508-3112有限会社アスラック　大谷　真理子 平15. 5. 1 薬局
     鶴薬228 横浜市鶴見区生麦５－８－４４ 常　勤:    2代表取締役　福司山　 新規 現存
     (薬       2)倫弘 平21. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   56018,229.5 健ナビ薬樹薬局　矢向〒230-0001 045-576-0750薬樹株式会社　代表取小山　芳明 平15. 5. 1 薬局
     鶴薬229 横浜市鶴見区矢向５－９－２３健常　勤:    5締役　小森　雄太 新規 現存
     ナビメディカルモール　１Ｆ (薬       5) 平21. 5. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   57018,231.1 あすなろ薬局 〒230-0024 045-508-2370有限会社ウェイ　代表渡邉　敦 平15. 9. 1 薬局
     鶴薬231 横浜市鶴見区市場下町３－２６ネ常　勤:    1取締役　渡邉　敦 新規 現存
     オマイム鶴見市場１０５ (薬       1) 平21. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   58018,232.9 ツルミ薬局 〒230-0051 045-501-2264有限会社ツルミ薬局　村松　好美 平15. 9. 1 薬局
     鶴薬232 横浜市鶴見区鶴見中央１－４－１常　勤:    1代表取締役　松尾　大 組織変更 現存
     (薬       1)二郎 平21. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   59018,235.2 うかい薬局 〒230-0042 045-501-8096鵜飼　明生 鵜飼　明生 平16. 3. 1 薬局
     鶴薬235 横浜市鶴見区仲通２－６９－５ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平22. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   60018,236.0 陽だまり薬局アイラン〒230-0031 045-500-6850有限会社メディケア　増田　留美子 平16. 4.15 薬局
     鶴薬236 ド店 横浜市鶴見区平安町２－２８－１常　勤:    3代表取締役　木野　篤 新規 現存
     ヨコハマアイランドガーデン１Ｆ(薬       3) 平22. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   61018,238.6 中川薬局　鶴見市場店〒230-0025 045-508-5131株式会社グラム　代表島田　つや子 平16. 7. 1 薬局
     鶴薬238 横浜市鶴見区市場大和町４－２２常　勤:    1取締役　中川　一光 新規 現存
     (薬       1) 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   62018,241.0 田辺薬局　鶴見駒岡店〒230-0071 045-570-3123有限会社ケイアイファ齊藤　歩 平16. 8. 1 薬局
     鶴薬241 横浜市鶴見区駒岡４－２１－５５常　勤:    2ーマシー　取締役　石 新規 現存
     (薬       2)渡　宏衛 平22. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   63018,242.8 ポスト薬局 〒230-0015 045-582-9171照沼　裕子 照沼　裕子 平16.10. 1 薬局
     鶴薬242 横浜市鶴見区寺谷１－１１－２２常　勤:    1 新規 現存
     －１０１ (薬       1) 平22.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   64018,244.4 浅川薬局 〒230-0042 045-508-5185株式会社コージーファ高松　正幸 平16.12. 1 薬局
     鶴薬244 横浜市鶴見区仲通１－５８－８ 常　勤:    1ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　高橋　一成 平22.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   65018,247.7 いずみ薬局　鶴見店 〒230-0063 045-582-7763有限会社イノン　代表内野　真弓 平17. 3.15 薬局
     鶴薬247 横浜市鶴見区鶴見１－１１－１７常　勤:    1取締役　鎌田　悦子 新規 現存
     (薬       1) 平23. 3.15
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   66018,248.5 コスモ薬局 〒230-0074 045-576-3567小川　篤史 青木　智見 平17. 4. 1 薬局
     鶴薬248 横浜市鶴見区北寺尾３－２－４０常　勤:    2 交代 現存
     (薬       2) 平23. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   67018,249.3 すみれ薬局 〒230-0074 045-530-1655有限会社　メディファ草野　ますみ 平17. 7. 1 薬局
     鶴薬249 横浜市鶴見区北寺尾１－１６－１常　勤:    1　取締役　草野　ます 新規 現存
     １ (薬       1)み 平23. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   68018,252.7 誠薬局 〒230-0038 045-501-9721蒔田　瑤 蒔田　瑤 平18. 2.16 薬局
     鶴薬252 横浜市鶴見区栄町通１－６－３ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平24. 2.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   69018,254.3 ひとみ薬局　鶴見豊岡〒230-0062 045-570-0234田辺薬局株式会社　代長谷川　亜紀子 平18. 4. 1 薬局
     鶴薬254 店 横浜市鶴見区豊岡町７－７ 常　勤:    2表取締役　佐藤　淳一 新規 現存
     (薬       2) 平24. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   70018,255.0 ＡＢＣ薬局 〒230-0052 045-508-5580有限会社　ＡＢＣ薬局内田　新 平18. 5. 1 薬局
     鶴薬255 横浜市鶴見区生麦５－４－２０花常　勤:    1　代表取締役　加藤　 組織変更 現存
     月園ローズプラザ１Ｆ (薬       1)雄一 平24. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   71018,256.8 田辺薬局　総持寺前店〒230-0062 045-580-1832田辺薬局　株式会社　倉岡　貴徳 平18. 8.15 薬局
     鶴薬256 横浜市鶴見区豊岡町４－１６ 常　勤:    5代表取締役　佐藤　淳 新規 現存
     (薬       5)一 平24. 8.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   72018,257.6 サニー薬局 〒230-0031 045-508-3232株式会社　サニーロー徐（新井）　陽一 平18. 9.15 薬局
     鶴薬257 横浜市鶴見区平安町１－３６－２ ド　代表取締役　新井 新規 現存
     　陽一 平24. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   73018,259.2 田辺薬局　下末吉支店〒230-0012 045-570-3328田辺薬局　株式会社　齋藤　美奈子 平18.12. 1 薬局
     鶴薬259 横浜市鶴見区下末吉１－２３－１常　勤:    1代表取締役　佐藤　淳 新規 現存
     (薬       1)一 平24.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   74018,261.8 望星鶴見薬局 〒230-0012 045-570-4193株式会社　望星薬局　山川　宏之 平19. 3.15 薬局
     鶴薬261 横浜市鶴見区下末吉３－５－１５常　勤:    3代表取締役　吉本　旬 新規 現存
     (薬       3)志 平25. 3.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   75018,262.6 阪神調剤薬局　横浜鶴〒230-0012 045-570-5081株式会社　阪神調剤薬石川　明男 平19. 3.15 薬局
     鶴薬262 見店 横浜市鶴見区下末吉３－７－１９常　勤:    5局　代表取締役　岩崎 新規 現存
     (薬       5)　壽毅 平25. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   76018,263.4 カメ薬局 〒230-0012 045-570-0540荒川　徹 荒川　徹 平19. 3.15 薬局
     鶴薬263 横浜市鶴見区下末吉３－１０－１常　勤:    2 新規 現存
     ３ (薬       2) 平25. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   77018,265.9 日本調剤　東中町薬局〒230-0022 045-508-5706日本調剤　株式会社　中林　聡 平19.12. 1 薬局
     鶴薬265 横浜市鶴見区市場東中町８－７ 常　勤:    2代表取締役　三津原　 新規 現存
     (薬       2)博 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   78018,267.5 フィットケアエクスプ〒230-0062 045-583-2022株式会社　カメガヤ　佐藤　京子 平20. 9.15 薬局
     鶴薬267 レス　鶴見西口店薬局横浜市鶴見区豊岡町７－１２ 常　勤:    1代表取締役　鈴木　滋 新規 現存
     (薬       1)雄 平26. 9.15
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   79018,268.3 つるみ新栄堂薬局 〒230-0051 045-718-5524株式会社　シンエー　村上　惠一 平21. 4. 1 薬局
     鶴薬268 横浜市鶴見区鶴見中央１－６－８常　勤:    1代表取締役　村上　惠 新規 現存
     ドメスティックプラザ鶴見Ⅱ－１(薬       1)一 平21. 4. 1
     Ｆ 非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   80018,269.1 さとう薬局 〒230-0051 045-503-6773株式会社　子安　代表永田　美真理 平21. 5.31 薬局
     鶴薬269 横浜市鶴見区鶴見中央１－１５－常　勤:    1取締役　子安　裕美 交代 現存
     １４アンリ壱番館 (薬       1) 平21. 5.31
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   81018,270.9 スター調剤　駅前店 〒230-0001 045-575-0029株式会社すたぁ薬局　脇本　明 平21. 6. 1 薬局
     鶴薬270 横浜市鶴見区矢向５－６－１ 常　勤:    3代表取締役　大塚　吉 交代 現存
     (薬       3)史 平21. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   82018,273.3 なまむぎ薬局 〒230-0052 045-508-5481株式会社ファーマみら大城　景子 平21.10. 1 薬局
     鶴薬273 横浜市鶴見区生麦１－１４－２７常　勤:    2い　代表取締役　佃　 交代 現存
     (薬       2)敏之 平21.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   83018,274.1 さくら薬局　鶴見栄町〒230-0038 045-505-4086クラフト株式会社　代宮代　千尋 平22. 4. 1 薬局
     鶴薬274 店 横浜市鶴見区栄町通４－４６－４常　勤:    1表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     (薬       1) 平22. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   84018,275.8 こもれび薬局 〒230-0051 045-834-8478株式会社　オガワ企画鈴木　香緒里 平22. 7. 1 薬局
     鶴薬275 横浜市鶴見区鶴見中央３－１１－常　勤:    2　代表取締役　小川　 新規 現存
     １３アーバンハイツ中村１０１ (薬       2)剛 平22. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   85018,276.6 ヨコハマ調剤薬局 〒230-0001 045-581-9300株式会社　ＪＥＣ　代李　英明 平22. 7. 1 薬局
     鶴薬276 横浜市鶴見区矢向２－１７－８ 常　勤:    2表取締役　中島　憲次 交代 現存
     (薬       2) 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   86018,277.4 健ナビ薬樹薬局　矢向〒230-0001 045-583-1090薬樹株式会社　代表取武田　千春 平22.11. 1 薬局
     鶴薬277 ２号店 横浜市鶴見区矢向５－９－２３　常　勤:    2締役　小森　雄太 新規 現存
     健ナビメディカルモール１Ｆ (薬       2) 平22.11. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   87018,278.2 薬樹薬局　馬場 〒230-0076 045-583-3133薬樹株式会社　代表取古屋　大輔 平23. 7. 1 薬局
     鶴薬278 横浜市鶴見区馬場１－２７－１６常　勤:    3締役　小森　雄太 新規 現存
     (薬       3) 平23. 7. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   88018,279.0 なの花薬局鶴見店 〒230-0051 045-508-2777株式会社　サンメディ南　利勝 平23. 7. 1 薬局
     鶴薬279 横浜市鶴見区鶴見中央３－１０ 常　勤:    2ック　代表取締役　遠 交代 現存
     (薬       2)山　功 平23. 7. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   89018,280.8 田辺薬局下末吉東店 〒230-0012 045-581-7322田辺薬局株式会社　代上田　綾 平23. 8. 1 薬局
     鶴薬280 横浜市鶴見区下末吉１－２５－１常　勤:    1表取締役　佐藤　淳一 新規 現存
     ４ (薬       1) 平23. 8. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   90018,281.6 イムノファーマシー鶴〒230-0025 045-521-2228イムノ・コーポレーシ吉井　信博 平23.10. 1 薬局
     鶴薬281 見分店薬局 横浜市鶴見区市場大和町５－２４常　勤:    1ョン株式会社　代表取 交代 現存
     (薬       1)締役　阿佐見　勝美 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   91018,282.4 イムノファーマシー北〒230-0074 045-574-4151イムノ・コーポレーシ田畑　恭子 平23.10. 1 薬局
     鶴薬282 寺尾店薬局 横浜市鶴見区北寺尾４－１２－２常　勤:    1ョン株式会社　代表取 交代 現存
     ハイツ松風１Ｆ (薬       1)締役　阿佐見　勝美 平23.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   92018,283.2 イムノファーマシー鶴〒230-0051 045-506-1609イムノ・コーポレーシ落合　みゆき 平23.10. 1 薬局
     鶴薬283 見駅前店薬局 横浜市鶴見区鶴見中央４－１４－常　勤:    3ョン株式会社　代表取 交代 現存
     ６ (薬       3)締役　阿佐見　勝美 平23.10. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
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   93018,284.0 汐見橋薬局 〒230-0048 045-501-7882イムノ・コーポレーシ村上　惠理子 平23.10. 1 薬局
     鶴薬284 横浜市鶴見区本町通１－６ 常　勤:    2ョン株式会社　代表取 交代 現存
     (薬       2)締役　阿佐見　勝美 平23.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   94018,285.7 パール薬局 〒230-0026 045-716-9944有限会社京町薬品　代大山　聡人 平24. 2. 1 薬局
     鶴薬285 横浜市鶴見区市場富士見町８－８常　勤:    2表取締役　大森　倫人 新規 現存
     (薬       2) 平24. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   95018,287.3 すたぁ薬局　東口店 〒230-0001 045-585-3220株式会社　すたぁ薬局亀山　智優 平24. 5. 1 薬局
     鶴薬287 横浜市鶴見区矢向５－６－２３ 常　勤:    3　代表取締役　大塚　 新規 現存
     (薬       3)吉史 平24. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   96018,288.1 ウイン調剤薬局　上末〒230-0011 045-642-3314有限会社　ウインファ水谷　雅之 平24. 5. 9 薬局
     鶴薬288 吉店 横浜市鶴見区上末吉２－１８－１常　勤:    1ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     ６ (薬       1)田　勝久 平24. 5. 9
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   97018,289.9 田辺薬局　市場西中店〒230-0023 045-508-2463田辺薬局株式会社　代鈴木　智子 平24. 7. 1 薬局
     鶴薬289 横浜市鶴見区市場西中町５－１２常　勤:    2表取締役　佐藤　淳一 新規 現存
     (薬       2) 平24. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   98018,292.3 アイン薬局鶴見駅西口〒230-0062 045-580-5834株式会社アインファー山﨑　恭平 平24. 8. 1 薬局
     鶴薬292 店 横浜市鶴見区豊岡町２－３フーガ常　勤:    1マシーズ　代表取締役 新規 現存
     ３ビル１Ｆ (薬       1)　大谷　喜一 平24. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   99018,293.1 アイン薬局　鶴見店 〒230-0012 045-580-0577株式会社アインファー大窪　俊一 平24. 8. 1 薬局
     鶴薬293 横浜市鶴見区下末吉３－７－２１常　勤:    6マシーズ　代表取締役 交代 現存
     (薬       6)　大谷　喜一 平24. 8. 1
     非常勤:   25
     (薬      25)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 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

［平成26年11月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成26年11月 4日作成    14 頁

  100018,294.9 健ナビ薬樹薬局　鶴見〒230-0062 045-576-3331薬樹健ナビ株式会社　溝呂木　俊介 平24. 9. 1 薬局
     鶴薬294 横浜市鶴見区豊岡町６－９サンワ常　勤:    2代表取締役　金指　伴 交代 現存
     イズビル１Ｆ　１０１ (薬       2)哉 平24. 9. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101018,295.6 日本調剤鶴見駅前薬局〒230-0051 045-508-7561日本調剤株式会社　代小池　利光 平25. 3. 1 薬局
     鶴薬295 横浜市鶴見区鶴見中央４－１－３常　勤:    5表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       5) 平25. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  102018,296.4 鶴見駅前薬局 〒230-0051 045-510-3778鶴見駅前コンタクト株鈴木　孝之 平25. 3. 1 薬局
     鶴薬296 横浜市鶴見区鶴見中央１－２－４常　勤:    1式会社　代表取締役　 交代 現存
     ＧＳプラザ鶴見駅前２Ｆ (薬       1)溝口　裕美 平25. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  103018,297.2 クリエイト薬局鶴見下〒230-0047 045-508-3070株式会社クリエイトエ大村　翔一朗 平25. 4. 1 薬局
     鶴薬297 野谷町店 横浜市鶴見区下野谷町１－４４ 常　勤:    1ス・ディー　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　廣瀨　泰三 平25. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  104018,298.0 ベル薬局 〒230-0051 045-502-5762株式会社ベル薬局　代髙野　裕子 平25. 5. 1 薬局
     鶴薬298 横浜市鶴見区鶴見中央５－３－８常　勤:    1表取締役　齊藤　茂 交代 現存
     シェフルール鶴見中央１０１ (薬       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  105018,299.8 梶山みついけ薬局 〒230-0072 045-710-0321株式会社ヒューメディ平澤　道恵 平25. 8. 1 薬局
     鶴薬299 横浜市鶴見区梶山１－１０－３２常　勤:    2カ　代表取締役　唐澤 新規 現存
     アネックス三ツ池 (薬       2)　淳子 平25. 8. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  106020,007.1 有限会社　石井薬局 〒221-0823 045-321-3519有限会社　石井薬局　石井　悦子 平18. 4. 1 薬局
     神薬7 横浜市神奈川区二ッ谷町６－３ 常　勤:    2代表取締役　石井　悦 移動 現存
     (薬       2)子 平24. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  107020,008.9 清水薬局 〒221-0824 045-323-1185（有）清水薬局　代表清水　正喜 平13.12. 1 薬局
     神薬8 横浜市神奈川区広台太田町１０－常　勤:    1取締役　清水　宏喜 移動 現存
     １ (薬       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  108020,063.4 有限会社　あけぼの薬〒221-0003 045-431-1552有限会社あけぼの薬局岩永　明美 昭41. 9.15 薬局
     神薬63 局 横浜市神奈川区大口仲町２４－３常　勤:    1　代表取締役　岩永　 現存
     (薬       1)明美 平23. 9.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  109020,071.7 松永薬局 〒221-0865 045-413-1193松永　順子 松永　順子 昭44.11.15 薬局
     神薬71 横浜市神奈川区片倉１－１３－５常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平23.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  110020,089.9 森昇竜堂薬局 〒221-0061 045-421-4476森　由美子 森　由美子 昭54. 2.15 薬局
     神薬89 横浜市神奈川区七島町１３ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平24. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  111020,091.5 ひかり薬局　七島店 〒221-0061 045-434-2284株式会社　ひかり　代大谷　理奈 平21. 7. 6 薬局
     神薬91 横浜市神奈川区七島町８－３ 常　勤:    1表取締役　森　澄人 移動 現存
     (薬       1) 平21. 7. 6
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  112020,099.8 ひかり薬局　西口店 〒221-0835 045-311-4786株式会社ひかり　代表佐相　成久 平15.12. 1 薬局
     神薬99 横浜市神奈川区鶴屋町２－２２－常　勤:    5取締役　森　澄人 移動 現存
     ３ (薬       5) 平21.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  113020,100.4 三ツ沢調剤薬局 〒221-0851 045-324-2391（有）三ツ沢調剤薬局角田　徳子 平19. 4. 1 薬局
     神薬100 横浜市神奈川区三ツ沢中町８－４常　勤:    2　代表取締役　福西　 移動 現存
     (薬       2)文夫 平25. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  114020,101.2 仙昌堂薬局白楽店 〒221-0065 045-421-9383（株）メディックス　有野　洋平 昭59. 8. 1 薬局
     神薬101 横浜市神奈川区白楽１００ 常　勤:    1代表取締役　松村　聰 現存
     (薬       1) 平23. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  115020,111.1 有限会社　飯田薬局 〒221-0851 045-321-3653（有）飯田薬局　代表飯田　喜久枝 昭63.10.29 薬局
     神薬111 横浜市神奈川区三ツ沢中町７－９常　勤:    1取締役　飯田　賢次 現存
     (薬       1) 平24.10.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  116020,112.9 ツルヤ薬局 〒221-0835 045-311-0178（有）ツルヤ薬局　代藤井　裕美子 平10. 4. 3 薬局
     神薬112 横浜市神奈川区鶴屋町２－１０－常　勤:    7表取締役　石川　将一 移動 現存
     ３ツルヤ第一ビル１Ｆ (薬       7) 平22. 4. 3
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  117020,115.2 若草薬局 〒221-0002 045-431-4711有限会社　若草薬局　岩橋　康代 平 2. 9. 1 薬局
     神薬115 横浜市神奈川区大口通１３５－１常　勤:    1代表取締役　髙橋　知 現存
     ５ (薬       1)惠子 平23. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  118020,116.0 有限会社ヤマヂ薬局 〒221-0841 045-323-3781有限会社　ヤマヂ薬局山地　昭子 平 2.12. 1 薬局
     神薬116 横浜市神奈川区松本町５－３７－常　勤:    1　代表取締役　山地　 現存
     ９ (薬       1)常彦 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  119020,125.1 有限会社　ホシノ薬局〒221-0014 045-421-2222有限会社ホシノ薬局　星野　英雄 平 4. 5. 1 薬局
     神薬125 横浜市神奈川区入江１－３２－１常　勤:    2代表取締役　星野　英 現存
     ８ (薬       2)雄 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  120020,126.9 山本薬局 〒221-0002 045-432-0478（有）山本薬局　代表山本　正人 平 4.10.15 薬局
     神薬126 横浜市神奈川区大口通１２７－６常　勤:    3取締役　山本　正人 現存
     (薬       3) 平22.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  121020,128.5 ひかり薬局反町店 〒221-0825 045-321-1000株式会社ひかり　代表藤沼　佑貴 平 4.12. 1 薬局
     神薬128 横浜市神奈川区反町４－２７－１常　勤:    4取締役　森　澄人 現存
     ５ (薬       4) 平22.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  122020,129.3 有限会社　ネオ薬局 〒221-0077 045-421-8995（有）ネオ薬局　代表高橋　徹 平 4.12.15 薬局
     神薬129 横浜市神奈川区白幡向町１５－１常　勤:    1取締役　高橋　徹 現存
     (薬       1) 平22.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  123020,132.7 カガヤ薬局 〒221-0825 045-322-6688有限会社　薬のカガヤ深川　淳子 平24. 1. 1 薬局
     神薬132 横浜市神奈川区反町３－１８－４常　勤:    2　代表取締役　加賀谷 移動 現存
     (薬       2)　隆 平24. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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  124020,135.0 かたくら薬局 〒221-0865 045-481-6340有限会社メディカルフ石井　晃一 平 6. 5. 1 薬局
     神薬135 横浜市神奈川区片倉１－１６－１常　勤:    5ァーマシー　代表取締 新規 現存
     ０ウサミアメニティファインビル(薬       5)役　前川　修 平24. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  125020,137.6 富士薬局 〒221-0002 045-421-6941村岡　靖之 村岡　靖之 平 6.11.15 薬局
     神薬137 横浜市神奈川区大口通１４０－２常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  126020,139.2 ファースト薬局 〒221-0015 045-401-8369株式会社　ファースト生駒　高義 平 7. 4. 1 薬局
     神薬139 横浜市神奈川区神之木町２－２４常　勤:    1ドラッグ　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　生駒　高義 平22. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  127020,140.0 薬樹薬局　三ツ沢 〒221-0855 045-337-4165薬樹株式会社　代表取田橋　美佳 平 7. 8. 1 薬局
     神薬140 横浜市神奈川区三ッ沢西町４－１常　勤:    4締役　小森　雄太 新規 現存
     １キリッシュパーク１Ｆ (薬       4) 平22. 8. 1
     非常勤:   24
     (薬      24)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  128020,141.8 慶成薬局 〒221-0822 045-434-1139有限会社　慶星　代表和田　諭 平25. 9. 1 薬局
     神薬141 横浜市神奈川区西神奈川１－２０常　勤:    2取締役　前田　成隆 移動 現存
     －７ (薬       2) 平25. 9. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  129020,142.6 みき薬局　西寺尾店 〒221-0001 045-423-8818有限会社　にしかわ薬大平　裕明 平18.10. 1 薬局
     神薬142 横浜市神奈川区西寺尾１－２５－常　勤:    1局　代表取締役　西川 移動 現存
     １６ (薬       1)　幹修 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  130020,143.4 三ッ沢上町薬局 〒221-0856 045-311-4122福西薬品株式会社　代横江　香織 平 7.10. 1 薬局
     神薬143 横浜市神奈川区三ッ沢上町１２－常　勤:    3表取締役　福西　文夫 新規 現存
     １７ (薬       3) 平22.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  131024,000.2 ファーマみらい片倉薬〒221-0865 045-548-5351株式会社ファーマみら龍野　英子 平25.11.11 薬局
     神薬4000 局 横浜市神奈川区片倉２－１－１７非常勤:    1い　代表取締役　佃　 新規 現存
     (薬       1)敏之 平25.11.11
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  132024,001.0 オレンジ薬局 〒221-0841 045-322-6308株式会社サノ・ファー工藤　直枝 平25.10. 1 薬局
     神薬4001 横浜市神奈川区松本町１－３－４常　勤:    1マシー　代表取締役　 交代 現存
     ５ドメスティックプラザ反町１Ｆ(薬       1)佐野　元彦 平25.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  133024,002.8 オレンジ薬局　片倉店〒221-0865 045-488-3671株式会社サノ・ファー三澤　幸子 平25.10. 1 薬局
     神薬4002 横浜市神奈川区片倉４－３－２４常　勤:    1マシー　代表取締役　 交代 現存
     新横浜ミユキマンション１Ｆ (薬       1)佐野　元彦 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  134024,003.6 オレンジ薬局　東白楽〒221-0822 045-402-8788株式会社サノ・ファー中村　美智子 平25.10. 1 薬局
     神薬4003 店 横浜市神奈川区西神奈川２－６－常　勤:    1マシー　代表取締役　 交代 現存
     ３ハイアール富田１Ｆ (薬       1)佐野　元彦 平25.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  135024,004.4 ひばり薬局東神奈川西〒221-0822 045-594-6996株式会社パフモ　代表林　祐二 平25.12. 1 薬局
     神薬4004 口店 横浜市神奈川区西神奈川１－８－常　勤:    1取締役　綿貫　英和 新規 現存
     ５ (薬       1) 平25.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  136024,005.1 しんわ薬局　子安店 〒221-0061 045-947-2137株式会社メディックス菅野　彰子 平26. 4. 1 薬局
     神薬4005 横浜市神奈川区七島町１２８ 常　勤:    1　代表取締役　松村　 新規 現存
     (薬       1)聰 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  137024,006.9 そうごう薬局　神奈川〒221-0043 045-594-7951総合メディカル株式会上野　喜子 平26. 4. 1 薬局
     神薬4006 新町店 横浜市神奈川区新町１２－１新町常　勤:    1社　代表取締役　田代 新規 現存
     第２京急ビル１Ｆ (薬       1)　五男 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  138024,007.7 たんぽぽ薬局　大口店〒221-0015 045-439-3533株式会社アインファー阿部　綾子 平26. 4. 1 薬局
     神薬4007 横浜市神奈川区神之木町１９－１常　勤:    3マシーズ　代表取締役 交代 現存
     ５ (薬       3)　大谷　喜一 平26. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  139028,144.4 しんまち薬局 〒221-0042 045-461-0494株式会社　ヒューメデ市川　順子 平 8. 4. 1 薬局
     神薬144 横浜市神奈川区浦島町７－１ 常　勤:    3ィカ　代表取締役　唐 新規 現存
     (薬       3)沢　淳子 平23. 4. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  140028,145.1 バディー調剤薬局 〒221-0835 045-411-2060株式会社　サン薬局　窪田　朋美 平 8. 5.15 薬局
     神薬145 横浜市神奈川区鶴屋町２－２３－常　勤:    1代表取締役　奈良　秀 新規 現存
     ２ＴＳプラザビル５階 (薬       1)一 平23. 5.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  141028,147.7 白楽ライフ薬局 〒221-0076 045-402-4500有限会社白楽ライフ　永島　直子 平 8.10.15 薬局
     神薬147 横浜市神奈川区白幡町２－１７ 常　勤:    4取締役　野村　知子 新規 現存
     (薬       4) 平23.10.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  142028,148.5 光和薬局 〒221-0865 045-482-2216有限会社　光和メディ中村　英史 平 8.12.15 薬局
     神薬148 横浜市神奈川区片倉５－１－１Ａ常　勤:   12カル　代表取締役　伊 新規 現存
     Ｒビル１階－Ｂ (薬      12)藤　俊光 平23.12.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  143028,151.9 プラネット薬局 〒221-0057 045-441-5999有限会社プラネット　野見山　悦子 平15. 8.21 薬局
     神薬151 横浜市神奈川区青木町５－６平和常　勤:    1代表取締役　藤原　敏 移動 現存
     ビル１０１ (薬       1)幸 平21. 8.21
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  144028,153.5 下町調剤薬局 〒221-0852 045-321-8523福西薬品株式会社　代原田　由美子 平22. 2. 1 薬局
     神薬153 横浜市神奈川区三ツ沢下町９－２常　勤:    1表取締役　福西　文夫 移動 現存
     ０ (薬       1) 平22. 2. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  145028,157.6 日本調剤　大口薬局 〒221-0014 045-430-1717日本調剤株式会社　代廣瀬　邦彦 平10. 3.15 薬局
     神薬157 横浜市神奈川区入江２－１９－１常　勤:    4表取締役　三津原　博 新規 現存
     ８第二金子ビル (薬       4) 平22. 3.15
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  146028,160.0 神大寺薬局 〒221-0801 045-413-2580有限会社　コクブファ國分　孝彦 平10. 7.15 薬局
     神薬160 横浜市神奈川区神大寺４－１－５常　勤:    1ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　國分　孝彦 平22. 7.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  147028,161.8 しんわ薬局　大口店 〒221-0061 045-439-3380株式会社　メディック淵脇　美和子 平12.11. 1 薬局
     神薬161 横浜市神奈川区七島町１２７－７常　勤:    5ス　代表取締役　松村 移動 現存
     (薬       5)　聰 平24.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  148028,165.9 慶成ゆり薬局 〒221-0835 045-311-5016有限会社　慶星　代表満永　ゆり 平11. 6. 1 薬局
     神薬165 横浜市神奈川区鶴屋町３－３１－常　勤:    2取締役　前田　成隆 新規 現存
     １ (薬       2) 平23. 6. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  149028,166.7 ライフ菅田調剤薬局 〒221-0864 045-476-4348株式会社　ライズ　代竹之下　純子 平11.10. 1 薬局
     神薬166 横浜市神奈川区菅田町２６４９－常　勤:    4表取締役　多田　祥英 組織変更 現存
     ２ (薬       4) 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  150028,169.1 横浜六角橋薬局 〒221-0802 045-433-0211株式会社　横浜菊名薬堤下　理惠子 平12. 2. 1 薬局
     神薬169 横浜市神奈川区六角橋１－９－２常　勤:    1局　代表取締役　石川 新規 現存
     ４ (薬       1)　弓子 平24. 2. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151028,173.3 滝の川薬局 〒221-0046 045-451-0144有限会社　ヨシカワ　楢村　雅子 平12. 6. 1 薬局
     神薬173 横浜市神奈川区神奈川本町１６－常　勤:    1取締役　吉川　徹 新規 現存
     １ (薬       1) 平24. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  152028,175.8 ふくにし薬局 〒221-0852 045-290-8230福西薬品株式会社　代 田　千恵 平12. 8. 1 薬局
     神薬175 横浜市神奈川区三ツ沢下町１１－常　勤:    5表取締役　福西　文夫 新規 現存
     ７ (薬       5) 平24. 8. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  153028,177.4 薬樹薬局　三ツ沢２号〒221-0855 045-340-2052薬樹株式会社　代表取鈴木　優司 平12.10. 1 薬局
     神薬177 店 横浜市神奈川区三ツ沢西町４－１常　勤:    3締役　小森　雄太 新規 現存
     ３川本ビル１Ｆ (薬       3) 平24.10. 1
     非常勤:   27
     (薬      27)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  154028,181.6 ハックドラッグ新子安〒221-0013 045-438-0557株式会社　ＣＦＳコー富盛　恭子 平13. 1. 1 薬局
     神薬181 薬局 横浜市神奈川区新子安１－２－４常　勤:    5ポレーション　代表取 新規 現存
     (薬       5)締役　宮下　雄二 平25. 1. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  155028,184.0 かもめ薬局 〒221-0021 045-440-1976株式会社　エムシーデ田辺　絢子 平23.12. 1 薬局
     神薬184 横浜市神奈川区子安通２－２８３常　勤:    1ィー　代表取締役　小 移動 現存
     －２２アネックスＷＡＤＡ (薬       1)林　貫太郎 平23.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  156028,185.7 株式会社矢野調剤薬局〒221-0002 045-434-4189株式会社　矢野調剤薬岩田　郁美 平13. 9. 1 薬局
     神薬185 横浜店 横浜市神奈川区大口通１２－２ 常　勤:    1局　代表取締役　矢野 組織変更 現存
     (薬       1)　功 平25. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  157028,188.1 ヤマグチ薬局　西神奈〒221-0822 045-290-4131株式会社ヤマグチ薬局土田　千栄子 平15. 4. 1 薬局
     神薬188 川店 横浜市神奈川区西神奈川１－１３常　勤:    2　代表取締役　山口　 新規 現存
     －１４ライオンズマンション東白(薬       2)重雄 平21. 4. 1
     楽第２－１０２ 非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  158028,189.9 サンドラッグ横浜西神〒221-0822 045-321-5622株式会社サンドラッグ松井　愛 平15. 6.15 薬局
     神薬189 奈川薬局 横浜市神奈川区西神奈川１－１３常　勤:    3ファーマシーズ　代表 新規 現存
     －１２西神奈川アーバンビル１Ｆ(薬       3)取締役　落合　佳宏 平21. 6.15
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  159028,190.7 アゼリア薬局 〒221-0002 045-434-1127有限会社　日本メディ鎌田　優子 平15. 6.15 薬局
     神薬190 横浜市神奈川区大口通５６－５ 常　勤:    1ックス　取締役　山本 新規 現存
     (薬       1)　和子 平21. 6.15
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  160028,192.3 西神奈川薬局 〒221-0822 045-430-4330日本医薬株式会社　代山﨑　純子 平21. 8.13 薬局
     神薬192 横浜市神奈川区西神奈川３－１７常　勤:    2表取締役　石原　孝一 移動 現存
     －１１ファーストヒルズビル１Ｆ(薬       2) 平21. 8.13
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  161028,194.9 シオン薬局神大寺店 〒221-0801 045-488-3431有限会社シオン　代表横山　克己 平17. 4. 1 薬局
     神薬194 横浜市神奈川区神大寺３－１－１常　勤:    1取締役　安吉　裕 新規 現存
     ４ (薬       1) 平23. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  162028,197.2 サンリ薬局 〒221-0077 045-433-7755株式会社メディックス岡田　正人 平17. 9. 1 薬局
     神薬197 横浜市神奈川区白幡向町６－３０常　勤:    4　代表取締役　松村　 交代 現存
     (薬       4)聰 平23. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  163028,199.8 カトレア薬局 〒221-0802 045-432-1102ホン・プランニング有寳迫　真由美 平23. 9.26 薬局
     神薬199 横浜市神奈川区六角橋１－４－３常　勤:    2限会社　代表取締役　 移動 現存
     (薬       2)洪　園姫 平23. 9.26
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  164028,200.4 反町調剤薬局 〒221-0825 045-324-6366有限会社　反町ファー宇田　京子 平18. 5. 1 薬局
     神薬200 横浜市神奈川区反町３－２２－２常　勤:    6マシー　代表取締役　 交代 現存
     －１０２ (薬       6)宇田　京子 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  165028,204.6 アルファー薬局 〒221-0802 045-488-3466株式会社　ファルマッ野村　清司 平18.11. 1 薬局
     神薬204 横浜市神奈川区六角橋５－７－１常　勤:    2クス　代表取締役　野 新規 現存
     ８ (薬       2)村　清司 平24.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  166028,205.3 ビタミンファーマシー〒221-0002 045-401-5588二宮　祥晃 二宮　祥晃 平19. 2. 1 薬局
     神薬205 大口薬局 横浜市神奈川区大口通６－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  167028,209.5 のむら薬局 〒221-0865 045-488-3283株式会社　メディトラ阿坂　宣子 平19. 9. 1 薬局
     神薬209 横浜市神奈川区片倉１－９－３ま常　勤:    2スト　代表取締役　阿 組織変更 現存
     るあびる１０２ (薬       2)坂　宣子 平25. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
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  168028,211.1 オーロラ薬局　神大寺〒221-0801 045-342-5109株式会社　フェアライ平川　孝子 平19.11. 1 薬局
     神薬211 店 横浜市神奈川区神大寺４－８－７常　勤:    2フ　代表取締役　椿　 新規 現存
     (薬       2)芳之 平25.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  169028,213.7 アイテル薬局　横浜西〒221-0835 045-316-1087株式会社　ニック　代佐川　理香 平20. 3. 1 薬局
     神薬213 口店 横浜市神奈川区鶴屋町３－２８－常　勤:    1表取締役　吉川　正男 組織変更 現存
     ３　松原ビル１階 (薬       1) 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  170028,216.0 ウイン調剤薬局　白楽〒221-0822 045-479-2321有限会社　ウインファ塩田　裕通 平20. 5. 1 薬局
     神薬216 店 横浜市神奈川区西神奈川３－５－常　勤:    1ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     １－１０６ (薬       1)田　勝久 平26. 5. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  171028,217.8 ポートサイド薬局 〒221-0052 045-453-1897株式会社　ポートサイ北川　尚代 平20. 7. 1 薬局
     神薬217 横浜市神奈川区栄町６－１ヨコハ常　勤:    5ド薬局　代表取締役　 組織変更 現存
     マポートサイドロア参番館１０６(薬       5)北川　尚代 平26. 7. 1
     号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  172028,218.6 百合薬局 〒221-0802 045-488-3689株式会社　ミスズ　代鈴木　小百合 平20. 9. 1 薬局
     神薬218 横浜市神奈川区六角橋６－２９－常　勤:    1表取締役　鈴木　茂 新規 現存
     １６エミネンス白楽１０１ (薬       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  173028,219.4 ケンシンドー薬局 〒221-0002 045-431-9951株式会社　スマイルエ金沢　知昂 平22. 5. 1 薬局
     神薬219 横浜市神奈川区大口通１３９－１常　勤:    3イド　代表取締役　杉 移動 現存
     (薬       3)本　徹 平22. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  174028,221.0 スギ薬局　大口店 〒221-0015 045-439-3651株式会社　スギ薬局　大木　英嗣 平20. 9. 1 薬局
     神薬221 横浜市神奈川区神之木町７－５　常　勤:    1代表取締役　榊原　栄 組織変更 現存
     ライフ大口店２階 (薬       1)一 平26. 9. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  175028,222.8 慶成なでしこ薬局 〒221-0063 045-439-3201有限会社　慶星　代表青山　泰文 平20.10. 1 薬局
     神薬222 横浜市神奈川区立町６－１ＡＮＮ常　勤:    2取締役　前田　成隆 新規 現存
     Ｉ横浜ＥＡＳＴ１階 (薬       2) 平26.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  176028,223.6 陽月堂薬局 〒221-0802 045-432-1515日本医薬　株式会社　二村　悦子 平21. 4. 1 薬局
     神薬223 横浜市神奈川区六角橋１－６－１常　勤:    2代表取締役　石原　孝 新規 現存
     ４ (薬       2)一 平21. 4. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  177028,224.4 ヒロ薬局　横浜店 〒221-0855 045-340-0127株式会社ファーマみら平林　真理子 平21.10. 1 薬局
     神薬224 横浜市神奈川区三ツ沢西町４－１常　勤:    5い　代表取締役　佃　 交代 現存
     ５ (薬       5)敏之 平21.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  178028,225.1 ヤマグチ薬局　ポート〒221-0055 045-450-7720株式会社　ヤマグチ薬梅田　由紀子 平22. 1. 1 薬局
     神薬225 サイド店 横浜市神奈川区大野町１－２５横常　勤:    4局　代表取締役　山口 新規 現存
     浜ポートサイドプレイス１Ｆ (薬       4)　重雄 平22. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  179028,226.9 有限会社　大丸薬局 〒221-0842 045-312-2248有限会社　大丸薬局　大野　賢二 平22. 4. 1 薬局
     神薬226 横浜市神奈川区泉町１－１ 常　勤:    2取締役　大野　佳明 新規 現存
     (薬       2) 平22. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  180028,227.7 ひばり薬局　東神奈川〒221-0044 045-624-9666株式会社　パフモ　代栗山　綾子 平22. 5. 1 薬局
     神薬227 店 横浜市神奈川区東神奈川１－２９常　勤:    3表取締役　綿貫　英和 新規 現存
     シァルプラット東神奈川１０１ (薬       3) 平22. 5. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  181028,229.3 飯田薬局　泉町店 〒221-0842 045-548-6603有限会社　飯田薬局　飯田　賢次 平22.11. 1 薬局
     神薬229 横浜市神奈川区泉町６－６　高須常　勤:    2代表取締役　飯田　賢 新規 現存
     ビル１Ｆ (薬       2)次 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  182028,230.1 ホケン薬局 〒221-0002 045-421-5512有限会社　ササヤ薬局石垣　美紀 平23. 3. 1 薬局
     神薬230 横浜市神奈川区大口通５６－６ 常　勤:    3　代表取締役　笹谷　 交代 現存
     (薬       3)則之 平23. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  183028,231.9 イオン薬局　東神奈川〒221-0821 045-439-4113イオンリテール株式会藏元　めぐみ 平23. 3. 1 薬局
     神薬231 店 横浜市神奈川区富家町１　イオン常　勤:    1社　代表取締役　梅本 交代 現存
     東神奈川店１Ｆ (薬       1)　和典 平23. 3. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  184028,232.7 日本調剤　東神奈川薬〒221-0822 045-322-6251日本調剤株式会社　代佐々木　香奈 平23. 5. 1 薬局
     神薬232 局 横浜市神奈川区西神奈川１－６－常　勤:    2表取締役　三津原　博 新規 現存
     １　サクラピアビル３Ｆ (薬       2) 平23. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  185028,234.3 志宝薬局　三ツ沢店 〒221-0852 045-290-6673株式会社　本木薬局　森　麻美子 平23. 9. 1 薬局
     神薬234 横浜市神奈川区三ツ沢下町１２－常　勤:    2代表取締役　池田　直 新規 現存
     ５ (薬       2)孝 平23. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  186028,235.0 日本調剤　新子安薬局〒221-0013 045-438-3271日本調剤株式会社　代市川　博之 平23.11. 1 薬局
     神薬235 横浜市神奈川区新子安１－２－４常　勤:    2表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       2) 平23.11. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  187028,237.6 みらい薬局　横浜店 〒221-0835 045-620-4175有限会社　下田調剤セ白井　加奈 平23.12. 1 薬局
     神薬237 横浜市神奈川区鶴屋町３－３５－非常勤:    4ンター　代表取締役　 新規 現存
     ９第２伊藤ビル１Ｆ (薬       4)酒井　雅典 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  188028,238.4 ハックドラッグ六角橋〒221-0802 045-439-0091株式会社　ＣＦＳコー田村　麻衣子 平23.12. 1 薬局
     神薬238 薬局 横浜市神奈川区六角橋１－１３－常　勤:    4ポレーション　代表取 新規 現存
     １ビック・ライズビル六角橋　１(薬       4)締役　宮下　雄二 平23.12. 1
     Ｆ 非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  189028,239.2 日本調剤　鶴屋町薬局〒221-0835 045-317-5161日本調剤株式会社　代河内　博哉 平24. 4. 1 薬局
     神薬239 横浜市神奈川区鶴屋町２－２５－常　勤:    2表取締役　三津原　博 新規 現存
     １横浜ＹＳ西口ビル１Ｆ (薬       2) 平24. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  190028,240.0 わかばオレンジ薬局　〒221-0063 045-439-7275株式会社　リバーサル亀山　一成 平24. 5. 1 薬局
     神薬240 東神奈川店 横浜市神奈川区立町６－２　タワ常　勤:    1　代表取締役　岡田　 交代 現存
     ーコーポトヤ１０１ (薬       1)一平 平24. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  191028,242.6 サクラ薬局 〒221-0822 045-633-4284株式会社サクラ薬局　木下　純 平24. 9. 1 薬局
     神薬242 横浜市神奈川区西神奈川２－６－常　勤:    1代表取締役　木下　亮 新規 現存
     １－１Ｂ (薬       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  192028,244.2 ハックドラッグ　新子〒221-0013 045-439-0189株式会社　ＣＦＳコー藤沼　涼子 平24. 9. 1 薬局
     神薬244 安調剤薬局 横浜市神奈川区新子安１－２－４常　勤:    3ポレーション　代表取 新規 現存
     オルトヨコハマビジネスセンター(薬       3)締役　宮下　雄二 平24. 9. 1
     １Ｆ 非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  193028,245.9 クリエイト薬局横浜六〒221-0802 045-488-3367株式会社クリエイトエ武田　愛 平24.10. 1 薬局
     神薬245 角橋店 横浜市神奈川区六角橋４－２３－常　勤:    2ス・ディー　代表取締 新規 現存
     １ (薬       2)役　廣瀨　泰三 平24.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  194028,246.7 クリエイト薬局横浜反〒221-0825 045-412-3101株式会社クリエイトエ松永　佳子 平24.11. 1 薬局
     神薬246 町店 横浜市神奈川区反町２－１３－９常　勤:    1ス・ディー　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　廣瀨　泰三 平24.11. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  195028,247.5 ヤマグチ薬局　浦島店〒221-0042 045-620-8930株式会社ヤマグチ薬局梶原　優紀 平26. 7. 1 薬局
     神薬247 横浜市神奈川区浦島町４－１７ 常　勤:    1　代表取締役　山口　 移動 現存
     (薬       1)重雄 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  196028,248.3 ウイン調剤薬局　反町〒221-0832 045-534-9271有限会社ウインファー柳　公麿 平25. 1. 1 薬局
     神薬248 店 横浜市神奈川区桐畑８－７ベルハ常　勤:    1マ　代表取締役　藤田 新規 現存
     ウス桐畑１０２ (薬       1)　勝久 平25. 1. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
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  197028,249.1 横浜薬局大口駅前店 〒221-0002 045-710-0733株式会社横浜薬局　代弦巻　眞理 平25. 6. 1 薬局
     神薬249 横浜市神奈川区大口通５８－１ 常　勤:    1表取締役　二宮　祥晃 新規 現存
     (薬       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  198030,001.2 陽月堂薬局 〒220-0051 中塚　兼吉 中塚　兼吉 昭32.10. 1 薬局
     西薬1 横浜市西区中央１－３５－１６ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  199030,016.0 株式会社　ミドリ薬局〒220-0051 045-321-2007（株）ミドリ薬局　代菅野　嘉璋 昭32.10. 1 薬局
     西薬16 横浜市西区中央２－６－４ 常　勤:    2表取締役　菅野　嘉璋 現存
     (薬       2) 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  200030,048.3 有限会社小泉薬局 〒220-0022 045-242-7398（有）小泉薬局　代表小泉　裕資 昭42. 2. 1 薬局
     西薬48 横浜市西区花咲町５－１３５ 常　勤:    1取締役　小泉　裕資 現存
     (薬       1) 平24. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  201030,057.4 有限会社　ヒラテ薬局〒220-0041 045-322-5961（有）ヒラテ薬局　代平手　啓子 平 7. 3. 4 薬局
     西薬57 横浜市西区戸部本町５０－２３ 常　勤:    2表取締役　平手　啓子 移動 現存
     (薬       2) 平22. 3. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  202030,063.2 株式会社　五番街ファ〒220-0005 045-314-7891（株）五番街ファーマ徳里　政助 昭54.10.19 薬局
     西薬63 ーマシー 横浜市西区南幸１－５－２４　新常　勤:    1シー　代表取締役　徳 現存
     相鉄ビル (薬       1)里　政助 平24.10.19
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  203030,080.6 川田薬局　横浜西口天〒220-0004 045-319-3257（株）川田薬局　代表澤谷　亮平 昭62. 4. 1 薬局
     西薬80 理ビル店 横浜市西区北幸１－４－１　天理常　勤:    5取締役　大塚　吉史 現存
     ビルＢ１Ｆ (薬       5) 平23. 4. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  204030,082.2 有限会社　中央調剤薬〒220-0051 045-321-3842（有）中央調剤薬局　佐藤　和江 昭62. 8. 1 薬局
     西薬82 局 横浜市西区中央１－１１－１ 常　勤:    2代表取締役　市川　俊 現存
     (薬       2)明 平23. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  205030,084.8 川田薬局　横浜西口Ｓ〒220-0004 045-325-1155（株）川田薬局　代表根本　薫與 昭62.12. 1 薬局
     西薬84 Ｔビル店 横浜市西区北幸１－１１－１５　常　勤:    4取締役　大塚　吉史 現存
     横浜ＳＴビルＢ１ (薬       4) 平23.12. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  206030,086.3 株式会社　秋本薬局横〒220-0005 045-316-0210（株）秋本薬局横浜西山口　洋美 昭64. 1. 1 薬局
     西薬86 浜西口店 横浜市西区南幸２－１７－５西口常　勤:   10口店　代表取締役　秋 現存
     第二甘糟ビルディング１Ｆ (薬      10)本　善次郎 平22. 1. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  207030,088.9 平成調剤薬局 〒220-0063 045-231-7204諸星　明美 諸星　明美 平 2. 2.15 薬局
     西薬88 横浜市西区元久保町８－８ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平23. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  208030,091.3 有限会社　博仁堂薬局〒220-0042 045-321-3739（有）博仁堂薬局　代中島　康夫 平 2. 5.17 薬局
     西薬91 横浜市西区戸部町７－２４１ 常　勤:    2表取締役　伊藤　洋子 現存
     (薬       2) 平23. 5.17
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  209030,092.1 ベル薬局 〒220-0061 045-241-4943鈴木　英子 鈴木　康久 平 2. 9. 1 薬局
     西薬92 横浜市西区久保町１２－２ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平23. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  210030,094.7 スカイビル調剤薬局 〒220-0011 045-453-4193有限会社だるま薬品商北井　康一 平 8. 9.20 薬局
     西薬94 横浜市西区高島２－１９－１２ス常　勤:    2会　代表取締役　北井 移動 現存
     カイビル９Ｆ (薬       2)　康一 平23. 9.20
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  211030,097.0 勝谷薬局横浜店 〒220-0051 045-313-0758有限会社　勝谷調剤薬花田　洋子 平 3. 5. 1 薬局
     西薬97 横浜市西区中央１－３３－１０ 常　勤:    1局　代表取締役　齋藤 現存
     (薬       1)　充明 平24. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  212030,099.6 有限会社　西薬局 〒220-0023 045-313-2430（有）西薬局　取締役上山　洋平 平 8. 6. 1 薬局
     西薬99 横浜市西区平沼１－３３－９ 常　勤:    4　早川　憲司 移動 現存
     (薬       4) 平23. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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  213030,101.0 日本調剤ランドマーク〒220-8107 045-222-5700日本調剤株式会社　代土山　麻依 平 5. 8.15 薬局
     西薬101 薬局 横浜市西区みなとみらい２－２－常　勤:    3表取締役　三津原　博 新規 現存
     １　７Ｆ (薬       3) 平23. 8.15
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  214030,104.4 回陽堂平沼薬局 〒220-0023 045-321-2541合資会社平沼回陽堂　大田　富士代 平 6. 7. 8 薬局
     西薬104 横浜市西区平沼１－２７－８ 常　勤:    2無限責任社員　大田　 移動 現存
     (薬       2)高久 平24. 7. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  215030,105.1 有限会社森国薬局 〒220-0072 045-311-7609有限会社　森国薬局　森　晃一 平 6. 5. 1 薬局
     西薬105 横浜市西区浅間町２－９８－５ 常　勤:    1代表取締役　森　晃一 新規 現存
     (薬       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  216030,113.5 田辺薬局　横浜平沼店〒220-0023 045-323-1739田辺薬局株式会社　代藤井　望 平14. 7. 1 薬局
     西薬113 横浜市西区平沼２－７－１４ 常　勤:    4表取締役　佐藤　淳一 移動 現存
     (薬       4) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  217034,000.0 なの花薬局横浜岡野店〒220-0073 045-548-5990株式会社サンメディッ川上　和子 平25.11. 1 薬局
     西薬4000 横浜市西区岡野１－１４横浜メデ常　勤:    3ク　代表取締役　遠山 新規 現存
     ィカルセンタービル１Ｆ (薬       3)　功 平25.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  218034,001.8 オレンジ薬局　横浜東〒220-0011 045-453-9030株式会社サノ・ファー鈴木　克春 平25.10. 1 薬局
     西薬4001 口店 横浜市西区高島２－１４－１７ク常　勤:    2マシー　代表取締役　 交代 現存
     レアトール横浜ビル８Ｆ (薬       2)佐野　元彦 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  219034,002.6 グリーン薬局 〒220-0023 045-316-5295株式会社ファーマみら石澤　理恵 平25.11. 1 薬局
     西薬4002 横浜市西区平沼１－２－１２アマ常　勤:    6い　代表取締役　佃　 交代 現存
     ックス横浜１Ｆ (薬       6)敏之 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  220038,114.5 さくらんぼ薬局 〒220-0061 045-241-2288株式会社　オール・プ水落　秀哲 平 7.12.15 薬局
     西薬114 横浜市西区久保町１３－６ 常　勤:    4ラン社　代表取締役　 新規 現存
     (薬       4)大下　新治 平22.12.15
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  221038,115.2 くすりのハッピー幸薬〒220-0045 045-243-4013有限会社　幸　代表取鈴木　充子 平 8. 4. 1 薬局
     西薬115 局 横浜市西区伊勢町１－７３ 常　勤:    1締役　鈴木　充子 新規 現存
     (薬       1) 平23. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  222038,116.0 勝谷ファーマシー横浜〒220-0041 045-319-0619有限会社　勝谷調剤薬渡邉　美穂 平 8.11.15 薬局
     西薬116 横浜市西区戸部本町３６－５ 常　勤:    4局　代表取締役　齊藤 新規 現存
     (薬       4)　充明 平23.11.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  223038,119.4 ひかり薬局戸部店 〒220-0042 045-250-3360株式会社　ひかり　代菊池　郁哉 平10.11. 1 薬局
     西薬119 横浜市西区戸部町５－１９０ 常　勤:    6表取締役　森　澄人 新規 現存
     (薬       6) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  224038,124.4 横浜西口薬局ＫＳ店 〒220-0004 045-290-0816有限会社　メデイカル松澤　浩 平13. 4.15 薬局
     西薬124 横浜市西区北幸１－１１－５相鉄常　勤:    3ケア　代表取締役　松 新規 現存
     ＫＳビル４Ｆ (薬       3)澤　浩 平25. 4.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  225038,127.7 薬局トモズ　クイーン〒220-0012 045-682-2863株式会社　トモズ　代永田　雅彦 平14. 4. 1 薬局
     西薬127 ズスクエア横浜店 横浜市西区みなとみらい２－３－常　勤:    9表取締役　師岡　伸生 組織変更 現存
     ４クイーンズスクエア横浜１階 (薬       9) 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  226038,128.5 さくら薬局 〒220-0011 045-441-5440有限会社　エム・エム宇須井　恵子 平21. 3. 2 薬局
     西薬128 横浜市西区高島２－５－１２横浜常　勤:    2・シー　取締役　加藤 移動 現存
     ＤＫビル１Ｆ (薬       2)　晴久 平21. 3. 2
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  227038,129.3 中川薬局　横浜西口店〒220-0003 045-290-0871株式会社　グラム　代富川　ゆふき 平21. 6. 1 薬局
     西薬129 横浜市西区楠町１６－１ＣＩＴＹ常　勤:    1表取締役　中川　一光 移動 現存
     ＢＬＤＧ　１Ｆ (薬       1) 平21. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  228038,131.9 ハート薬局 〒220-0072 045-317-6858野島　隆 野島　隆 平16. 9. 1 薬局
     西薬131 横浜市西区浅間町４－３４７－１常　勤:    1 新規 現存
     ０ (薬       1) 平22. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  229038,132.7 中央調剤薬局　藤棚店〒220-0051 045-317-7560有限会社　中央調剤薬荒井　光次 平18.11. 1 薬局
     西薬132 横浜市西区中央１－４－９ 常　勤:    2局　代表取締役　市川 新規 現存
     (薬       2)　俊明 平24.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  230038,133.5 秋本薬局横浜西口２号〒220-0005 045-312-1260株式会社秋本薬局横浜望月　ゆかり 平18.12. 1 薬局
     西薬133 店 横浜市西区南幸２－２０－１２ 常　勤:    6西口店　代表取締役　 新規 現存
     (薬       6)秋本　善次郎 平24.12. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  231038,134.3 たから薬局　みなとみ〒220-0012 045-228-2330株式会社　トレジャー李　夏龍 平19. 8. 1 薬局
     西薬134 らい店 横浜市西区みなとみらい４－７－常　勤:    8　代表取締役　田中　 新規 現存
     １　ＭＭミッドスクエアザ・タワ(薬       8)幹雄 平25. 8. 1
     ーレジデンス２階 非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  232038,135.0 日本調剤　ＭＭパーク〒220-0012 045-227-3777日本調剤株式会社　代早川　泰子 平20. 1.15 薬局
     西薬135 薬局 横浜市西区みなとみらい３－６ 常　勤:    2表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       2) 平26. 1.15
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  233038,136.8 川田薬局　藤棚店 〒220-0053 045-250-5600株式会社　川田薬局　安居　美佳 平20. 4. 1 薬局
     西薬136 横浜市西区藤棚町１－９５－１ 常　勤:    5代表取締役　大塚　吉 新規 現存
     (薬       5)史 平26. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  234038,138.4 平安堂薬局戸部店 〒220-0042 045-326-2125株式会社　平安堂　代楠山　あゆ美 平20. 9. 1 薬局
     西薬138 横浜市西区戸部町７－２２５－１常　勤:    1表取締役　清水　良夫 新規 現存
     ０３ (薬       1) 平26. 9. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  235038,141.8 室屋井上薬局 〒220-0042 045-231-6941井上　恒男 井上　広美 平21.11.21 薬局
     西薬141 横浜市西区戸部町４－１４４ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平21.11.21
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  236038,144.2 イースト薬局 〒220-0003 045-317-5557株式会社　ファルマイ東　真理 平23. 7. 1 薬局
     西薬144 横浜市西区楠町８－６　ＫＭビル常　勤:    1ースト　代表取締役　 新規 現存
     １Ｆ (薬       1)東　正勝 平23. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  237038,145.9 秋本薬局横浜西口３号〒220-0005 045-313-6980株式会社秋本薬局横浜木村　優子 平23. 7. 1 薬局
     西薬145 店 横浜市西区南幸２－１４－１５ 常　勤:    6西口店　代表取締役　 新規 現存
     (薬       6)秋本　善次郎 平23. 7. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  238038,146.7 藤棚調剤薬局 〒220-0053 045-242-6737株式会社　藤棚調剤薬髙堂　正 平23. 8. 1 薬局
     西薬146 横浜市西区藤棚町１－６７ 常　勤:    3局　代表取締役　髙堂 交代 現存
     (薬       3)　正 平23. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  239038,148.3 コンパス薬局　横浜西〒220-0073 045-534-9779株式会社コンパス調剤作佐部　嘉昭 平23.12. 1 薬局
     西薬148 横浜市西区岡野２－５－１８サミ常　勤:    9薬局　代表取締役　松 新規 現存
     ット岡野店２Ｆ (薬       9)下　兼久 平23.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  240038,149.1 そうごう薬局　エキニ〒220-0004 045-313-2751総合メディカル株式会栗林　洋佑 平24. 1. 1 薬局
     西薬149 ア横浜店 横浜市西区北幸１－１－８エキニ常　勤:    4社　代表取締役　田代 新規 現存
     ア横浜　６Ｆ (薬       4)　五男 平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  241038,151.7 加藤回陽堂薬局　みな〒220-0012 045-680-0078有限会社　加藤回陽堂川淵　泉 平24. 6. 1 薬局
     西薬151 とみらい店 横浜市西区みなとみらい３－３－常　勤:    1　取締役　加藤　昇一 交代 現存
     １三菱重工ビル１Ｆ (薬       1) 平24. 6. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  242038,152.5 コスモ薬局　平沼橋店〒220-0023 045-324-6628株式会社　ＳｏＲｕｎ墨　真紀子 平24. 7. 1 薬局
     西薬152 横浜市西区平沼１－１８－１８ア常　勤:    1　代表取締役　引地　 交代 現存
     ルコバレーノ１Ｆ (薬       1)有希 平24. 7. 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

［平成26年11月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成26年11月 4日作成    33 頁

  243038,153.3 アイン薬局　みなとみ〒220-0012 045-227-7780株式会社アインファー井出　みゆき 平24. 8. 1 薬局
     西薬153 らい店 横浜市西区みなとみらい４－６－常　勤:    3マシーズ　代表取締役 交代 現存
     ２みなとみらいグランドセントラ(薬       3)　大谷　喜一 平24. 8. 1
     ルタワー１Ｆ 非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  244038,154.1 昭和堂薬局 〒220-0011 045-453-2215株式会社昭和堂薬局　佐藤　直哉 平24.11. 1 薬局
     西薬154 横浜市西区高島２－１６ポルタＢ常　勤:    3代表取締役　井上　裕 新規 現存
     １－４２６ (薬       3)之 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  245038,155.8 マリン薬局 〒220-0072 045-313-1116株式会社ファルマイー柴﨑　直子 平25. 7. 1 薬局
     西薬155 横浜市西区浅間町５－３７８－２常　勤:    1スト　代表取締役　東 新規 現存
     清水ビル１Ｆ (薬       1)　正勝 平25. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  246038,156.6 ハックドラッグＭＡＲ〒220-0012 045-640-5791株式会社　ＣＦＳコー片野　宏紀 平25. 9. 1 薬局
     西薬156 Ｋ　ＩＳ　みなとみら横浜市西区みなとみらい３－５－常　勤:    2ポレーション　代表取 新規 現存
     い薬局 １ＭＡＲＫ　ＩＳ　みなとみらい(薬       2)締役　宮下　雄二 平25. 9. 1
     Ｂ２Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  247040,008.5 有限会社　諸貫薬局 〒231-0045 045-251-3812有限会社　諸貫薬局　千本松　美江 平10. 7. 5 薬局
     中区薬8 横浜市中区伊勢佐木町４－１１６常　勤:    3代表取締役　千本松　 移動 現存
     (薬       3)伸幸 平22. 7. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  248040,017.6 加藤回陽堂薬局 〒231-0045 045-261-0073有限会社　加藤回陽堂持田　鉄平 昭32.10. 1 薬局
     中区薬17 横浜市中区伊勢佐木町２－８７ 常　勤:    3　代表取締役　加藤　 現存
     (薬       3)昇一 平23.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  249040,020.0 株式会社　石田薬局 〒231-0802 045-622-7290株式会社　石田薬局　葛目　順子 昭52.12.17 薬局
     中区薬20 横浜市中区小港町３－１７６ 常　勤:    1代表取締役　石田　栄 現存
     (薬       1)一 平22.12.17
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  250040,025.9 有限会社　鈴木美芳堂〒231-0843 045-621-8741（有）鈴木美芳堂薬局鈴木　 夫 昭32.10. 1 薬局
     中区薬25 薬局 横浜市中区本郷町３－６９ 常　勤:    2　代表取締役　鈴木　 現存
     (薬       2) 夫 平23.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  251040,028.3 有限会社小林薬局北支〒231-0806 045-622-5637有限会社小林薬局　代小林　秀行 平23. 6.19 薬局
     中区薬28 店 横浜市中区本牧町１－２　本牧Ｔ常　勤:    1表取締役　小林　秀行 移動 現存
     Ｋビル１Ｆ (薬       1) 平23. 6.19
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  252040,032.5 大村薬局 〒231-0849 045-623-8441株式会社大村薬局　代稲葉　けい子 平25. 2.12 薬局
     中区薬32 横浜市中区麦田町４－１０２ 常　勤:    2表取締役　大村　真琴 移動 現存
     (薬       2) 平25. 2.12
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  253040,037.4 株式会社　ヒル薬局 〒231-0861 045-641-0886株式会社　ヒル薬局　石川　由惠 昭32.10.31 薬局
     中区薬37 横浜市中区元町３－１２８ 常　勤:    1代表取締役　中原　良 現存
     (薬       1)一 平23.10.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  254040,040.8 清水平安堂薬局 〒231-0012 045-681-3232（資）平安堂　無限責清水　聖子 昭32.10.31 薬局
     中区薬40 横浜市中区相生町５－７８ 常　勤:    2任社員　清水　良夫 現存
     (薬       2) 平23.10.31
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  255040,057.2 株式会社田中薬局 〒231-0045 045-261-3707株式会社　田中薬局　田中　裕加里 昭37. 9. 1 薬局
     中区薬57 横浜市中区伊勢佐木町６－１４７常　勤:    8代表取締役　田中　大 現存
     (薬       8)嗣 平22. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  256040,069.7 三和薬局 〒231-0846 045-621-2765嶋崎　亨 嶋﨑　眞義 昭42. 2. 1 薬局
     中区薬69 横浜市中区大和町２－５０ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平24. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  257040,100.0 有限会社　日の出薬局〒231-0066 045-231-5409有限会社　日の出薬局宮道　栄子 昭58. 8.29 薬局
     中区薬100 横浜市中区日の出町１－２８ 常　勤:    3　代表取締役　高橋　 現存
     (薬       3)洋一 平22. 8.29
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  258040,105.9 サンビル薬局有限会社〒231-0014 045-651-0928サンビル薬局有限会社 田　みどり 昭54. 8. 1 薬局
     中区薬105 横浜市中区常盤町３－２５　サン常　勤:    2　 田　みどり 現存
     ビル６Ｆ (薬       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  259040,111.7 慶寿薬局 〒231-0055 045-251-3413株式会社　慶寿　代表中村　則弘 昭55. 1. 1 薬局
     中区薬111 横浜市中区末吉町３－４９ 常　勤:    2取締役　髙久　美智子 現存
     (薬       2) 平22. 1. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  260040,114.1 カシワバ薬局羽衣町店〒231-0047 045-252-8468株式会社　柏葉薬局　瓜生　昌子 昭55.10.15 薬局
     中区薬114 横浜市中区羽衣町３－６３ 常　勤:    6代表取締役　中村　直 現存
     (薬       6)子 平22.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  261040,118.2 有限会社　石川町同順〒231-0868 045-641-3037（有）石川町同順利薬前田　国信 昭56.11. 1 薬局
     中区薬118 利薬局 横浜市中区石川町１－１５ 常　勤:    1局　代表取締役　前田 現存
     (薬       1)　国信 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  262040,120.8 加藤回陽堂薬局　蓬莱〒231-0048 045-252-6891有限会社加藤回陽堂　大谷　誠 平25. 3.25 薬局
     中区薬120 町店 横浜市中区蓬莱町２－３－２ウエ常　勤:    4取締役　加藤　昇一 移動 現存
     ダビル１Ｆ (薬       4) 平25. 3.25
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  263040,123.2 トキワ薬局 〒231-0014 045-681-8848サカエ薬品（有）　代森谷　洋暉 昭58. 3. 1 薬局
     中区薬123 横浜市中区常盤町２－２０　ヴェ常　勤:    2表取締役　森谷　洋暉 現存
     ラハイツ関内１Ｆ (薬       2) 平22. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  264040,133.1 カシワバ薬局 〒231-0866 045-641-5413株式会社　柏葉薬局　古川　かおり 昭62. 5. 1 薬局
     中区薬133 横浜市中区柏葉３３ 常　勤:    3代表取締役　中村　直 現存
     (薬       3)子 平23. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  265040,134.9 有限会社　あおば薬局〒231-0033 045-252-6070有限会社　あおば薬局工藤　恵子 昭62. 6. 1 薬局
     中区薬134 横浜市中区長者町９－１７５　Ｎ常　勤:    2　代表取締役　工藤　 現存
     ｏ．１０吉田ビル (薬       2)恵子 平23. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  266040,136.4 有限会社　みなと薬局〒231-0056 045-252-6689（有）みなと薬局　廣廣瀬　正巳 昭62. 9. 1 薬局
     中区薬136 横浜市中区若葉町２－２４ 常　勤:    2瀨　正巳 現存
     (薬       2) 平23. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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  267040,141.4 平安堂薬局本牧原店 〒231-0821 045-624-2266（資）平安堂　代表社大竹　英幸 昭63. 9.15 薬局
     中区薬141 横浜市中区本牧原２７－１ 常　勤:    1員　清水　良夫 現存
     (薬       1) 平24. 9.15
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  268040,142.2 カシワバ薬局本郷町店〒231-0843 045-624-1951株式会社　柏葉薬局　宮本　幸恵 昭63.12. 1 薬局
     中区薬142 横浜市中区本郷町２－５６－９ 常　勤:    3代表取締役　中村　直 現存
     (薬       3)子 平21.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  269040,144.8 有限会社　並木薬局 〒231-0824 045-621-0071（有）並木薬局　代表並木　克彦 平元. 1.15 薬局
     中区薬144 横浜市中区本牧三之谷４－２７ 常　勤:    2取締役　並木　克彦 現存
     (薬       2) 平22. 1.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  270040,146.3 更生堂薬局 〒231-0023 045-662-8383（株）更生堂薬局　代原見　栄 平元. 5.15 薬局
     中区薬146 横浜市中区山下町１５０番地 常　勤:    4表取締役　原見　栄 現存
     (薬       4) 平22. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  271040,150.5 薬樹薬局　いせざき町〒231-0045 045-252-0447薬樹株式会社　代表取大谷　収蔵 平15. 9. 1 薬局
     中区薬150 横浜市中区伊勢佐木町５－１２７常　勤:    2締役　小森　雄太 移動 現存
     －１７伊勢佐木町５丁目大浜ビル(薬       2) 平21. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  272040,151.3 田中薬局 〒231-0025 045-641-3357（有）タンポポ堂　代田中　豊和 平 9. 7.20 薬局
     中区薬151 横浜市中区松影町１－３－７ロッ常　勤:    3表取締役　田中　豊和 移動 現存
     クヒルズ１Ｆ (薬       3) 平24. 7.20
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  273040,154.7 調剤薬局マイファーマ〒231-0851 045-662-8731（株）メディコ山手　油谷　由美 平 3.10.15 薬局
     中区薬154 シー 横浜市中区山元町３－１４５ 常　勤:    4代表取締役　油谷　典 現存
     (薬       4)子 平24.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  274040,157.0 有限会社　宗形薬局 〒231-0801 045-622-9821（有）宗形薬局　代表宗形　政江 平 4. 7.15 薬局
     中区薬157 横浜市中区新山下１－１２－２３常　勤:    2取締役　宗形　政江 現存
     (薬       2) 平22. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  275040,160.4 有限会社小川薬局 〒231-0806 045-621-7220有限会社　小川薬局　小川　仁子 平 4.12. 1 薬局
     中区薬160 横浜市中区本牧町１－１１８ 常　勤:    2代表取締役　小川　知 現存
     (薬       2)房 平22.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  276040,161.2 平安堂薬局港町店 〒231-0017 045-664-7551（株）平安堂　代表取朴　智世 平 5. 4. 1 薬局
     中区薬161 横浜市中区港町６－２７ 常　勤:    2締役　清水　良夫 新規 現存
     (薬       2) 平23. 4. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  277040,162.0 ノヤマ薬局石川町店 〒231-0868 045-651-2800有限会社ノヤマ薬局　宋　雄喆 平 5. 7. 1 薬局
     中区薬162 横浜市中区石川町３－１０７－１常　勤:    1代表取締役　野山　雄 新規 現存
     ０１ (薬       1)喆 平23. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  278040,165.3 はるみ調剤薬局 〒231-0851 045-661-1164（有）みのる薬局　代小林　恵子 平 6. 1. 1 薬局
     中区薬165 横浜市中区山元町２－７７－１０常　勤:    1表取締役　金　実（宮 組織変更 現存
     －１０４ (薬       1)本実） 平24. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  279040,168.7 ハックドラッグ新本牧〒231-0821 045-624-4189株式会社　ＣＦＳコー友部　賢 平14. 2.15 薬局
     中区薬168 薬局 横浜市中区本牧原１７－２ 常　勤:    6ポレーション　代表取 移動 現存
     (薬       6)締役　宮下　雄二 平26. 2.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  280040,169.5 すみれ薬局 〒231-0045 045-261-8881有限会社　すみれ薬局小山　佐知子 平12.11. 6 薬局
     中区薬169 横浜市中区伊勢佐木町５－１２９常　勤:    2　代表取締役　小山　 移動 現存
     (薬       2)佐知子 平24.11. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  281040,170.3 横浜ぴおシティ漢方桜〒231-0062 045-212-9102株式会社わかば　代表加藤　洋一 平 7. 3. 1 薬局
     中区薬170 木町薬局 横浜市中区桜木町１－１ぴおシテ常　勤:    1取締役　杉本　年光 新規 現存
     ィ５Ｆ (薬       1) 平22. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  282040,171.1 オガサ薬局 〒231-0005 045-212-2414調剤薬局オガサ株式会塚越　隆之 平 7. 4. 1 薬局
     中区薬171 横浜市中区本町１－２　日経横浜常　勤:    2社　代表取締役　小笠 新規 現存
     ビル１Ｆ (薬       2)　比文 平22. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  283040,172.9 平安堂薬局根岸店 〒231-0836 045-624-0400株式会社　平安堂　代竹上　ゆみ 平 7. 6. 1 薬局
     中区薬172 横浜市中区根岸町３－１７６－７常　勤:    1表取締役　清水　良夫 新規 現存
     (薬       1) 平22. 6. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  284044,000.8 なの花薬局横浜本郷町〒231-0843 045-319-4161株式会社サンメディッ加島　亜紗子 平25.12. 1 薬局
     中区薬4000 店 横浜市中区本郷町２－４５－３ 常　勤:    1ク　代表取締役　遠山 新規 現存
     (薬       1)　功 平25.12. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  285044,001.6 カシワバ薬局　馬車道〒231-0015 045-305-6811株式会社柏葉薬局　代松本　聡志 平26.10. 1 薬局
     中区薬4001 店 横浜市中区尾上町５－７５－２ 常　勤:    3表取締役　中村　直子 新規 現存
     (薬       3) 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  286044,002.4 Ｍ．Ｍ薬局　カトレヤ〒231-0044 045-326-6029株式会社ハピネス　代倉沢　勉 平26.10. 1 薬局
     中区薬4002 プラザメディカルセン横浜市中区福富町東通１－１カト常　勤:    1表取締役　倉沢　勉 新規 現存
     ター店 レヤプラザメディカルセンター１(薬       1) 平26.10. 1
     Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  287048,173.9 ひとみ薬局 〒231-0023 045-201-1228有限会社　トラストフ深澤　仁 平 8. 2. 1 薬局
     中区薬173 横浜市中区山下町２７６ 常　勤:    2ァーマシー　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　深澤　仁 平23. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  288048,175.4 ヤマガタ薬局 〒231-0011 045-671-9592有限会社　オムス企画山形　光正 平 8. 8. 1 薬局
     中区薬175 横浜市中区太田町６－８２第２須常　勤:    3　代表取締役　山形　 新規 現存
     賀ビル１Ｆ (薬       3)光正 平23. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  289048,179.6 加藤回陽堂薬局　長者〒231-0033 045-252-6393有限会社　加藤回陽堂剣持　恵子 平 9. 2. 1 薬局
     中区薬179 町店 横浜市中区長者町５－８５明治生常　勤:    1　取締役社長　加藤　 新規 現存
     命ラジオ日本ビル１Ｆ (薬       1)昇一 平24. 2. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  290048,181.2 平安堂薬局桜木町店 〒231-0063 045-252-8155株式会社　平安堂　代稲垣　悠子 平 9. 7. 1 薬局
     中区薬181 横浜市中区花咲町１－５ 常　勤:    1表取締役　清水　良夫 新規 現存
     (薬       1) 平24. 7. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  291048,182.0 長者町薬局 〒231-0033 045-251-7117有限会社　メディペッ小林　弘典 平10. 6. 1 薬局
     中区薬182 横浜市中区長者町１－３－７長者常　勤:    4ク　代表取締役　白　 新規 現存
     町福神ビル１Ｆ (薬       4)成澤 平22. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  292048,183.8 株式会社　石田薬局本〒231-0806 045-622-3303株式会社　石田薬局　平塚　次子 平10.12. 1 薬局
     中区薬183 牧店 横浜市中区本牧町２－３６４ 常　勤:    1代表取締役　石田　栄 新規 現存
     (薬       1)一 平22.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  293048,191.1 ほほえみ薬局　横浜店〒231-0023 045-681-8920有限会社　さくらファ藤田　美晴 平14.10. 1 薬局
     中区薬191 横浜市中区山下町２２３－１ 常　勤:    2ーマシー　取締役　瓦 移動 現存
     (薬       2)井　宏和 平26.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  294048,192.9 山下町薬局 〒231-0023 045-222-8033株式会社　ヒル薬局　 平12. 3.15 薬局
     中区薬192 横浜市中区山下町１１２－３ポー常　勤:    1代表取締役　中原　良 新規 現存
     トタワー盛徳１０１ (薬       1)一 平24. 3.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  295048,194.5 平安堂薬局長者町店 〒231-0033 045-232-8782株式会社　平安堂　代中田　亘 平12. 7. 1 薬局
     中区薬194 横浜市中区長者町２－６－１０ 常　勤:    2表取締役　清水　良夫 新規 現存
     (薬       2) 平24. 7. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  296048,196.0 ソーシン薬局大里店 〒231-0823 045-625-9449有限会社　ソーシン　加藤　泉 平12.12. 1 薬局
     中区薬196 横浜市中区本牧大里町９－１２ 常　勤:    1取締役　小杉　潤造 その他 現存
     (薬       1) 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  297048,200.0 あき薬局 〒231-0868 045-227-7773有限会社　総合医療企岡本　亜紀 平13.12. 1 薬局
     中区薬200 横浜市中区石川町１－１２ 常　勤:    1画　取締役　岡本　亜 新規 現存
     (薬       1)紀 平25.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  298048,201.8 田辺薬局　山下公園店〒231-0023 045-227-5285田辺薬局　株式会社　石井　孝徳 平19.12.15 薬局
     中区薬201 横浜市中区山下町２５ 常　勤:    2代表取締役　佐藤　淳 移動 現存
     (薬       2)一 平25.12.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  299048,202.6 日本調剤元町薬局 〒231-0023 045-227-5621日本調剤株式会社　代林　義之介 平14. 4. 1 薬局
     中区薬202 横浜市中区山下町２７３ＪＰＴ元常　勤:    3表取締役　三津原　博 新規 現存
     町ビル１Ｆ (薬       3) 平26. 4. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  300048,204.2 陽だまり薬局公園通り〒231-0031 045-227-8330有限会社メディケア　馬場　萌 平16. 5.12 薬局
     中区薬204 店 横浜市中区万代町１－２－８ 常　勤:    4代表取締役　木野　篤 移動 現存
     (薬       4) 平22. 5.12
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  301048,205.9 ひだまり薬局 〒231-0036 045-241-9311株式会社　瑞希　代表蛭田　裕美子 平14.12. 1 薬局
     中区薬205 横浜市中区山田町２－１１ 常　勤:    2取締役　安　律子 新規 現存
     (薬       2) 平20.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  302048,206.7 ドラッグヨコハマ薬局〒231-0851 045-662-6172有限会社ドラッグヨコ西上　浩平 平15. 7. 1 薬局
     中区薬206 横浜市中区山元町２－６２ 常　勤:    1ハマ　代表取締役　西 新規 現存
     (薬       1)上　浩平 平21. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  303048,208.3 ながもち薬局 〒231-0827 045-621-9199有限会社ながもち薬局永持　薫 平15. 8. 1 薬局
     中区薬208 横浜市中区本牧和田１２－２２　常　勤:    5　代表取締役　永持　 交代 現存
     (薬       5)健 平21. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  304048,209.1 ハーブ薬局 〒231-0056 045-260-5733有限会社シティ・ファ村上　肇 平15. 9.15 薬局
     中区薬209 横浜市中区若葉町２－２４－５ 常　勤:    3ースト　代表取締役　 新規 現存
     (薬       3)野本　菊代 平21. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  305048,211.7 尾上町薬局 〒231-0015 045-663-4599株式会社　光和　代表新藤　敏人 平20.12.26 薬局
     中区薬211 横浜市中区尾上町３－２８ 常　勤:    6取締役　伊藤　恵子 移動 現存
     (薬       6) 平20.12.26
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  306048,212.5 しおさい薬局 〒231-0005 045-662-8193有限会社メディカ　代須山　千佳子 平16. 9.15 薬局
     中区薬212 横浜市中区本町３－２４－３ 常　勤:    2表取締役　岸　佐一 新規 現存
     (薬       2) 平22. 9.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  307048,213.3 フィットケアエクスプ〒231-0015 045-228-4762株式会社カメガヤ　代篠田　美恵子 平16.11.15 薬局
     中区薬213 レス　馬車道店薬局 横浜市中区尾上町５－７７－２ 常　勤:    2表取締役　鈴木　滋雄 新規 現存
     (薬       2) 平22.11.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  308048,215.8 カシワバ薬局　阪東橋〒231-0057 045-232-9281株式会社柏葉薬局　代中村　美佳 平16.12. 1 薬局
     中区薬215 店 横浜市中区曙町４－５９－１ 常　勤:    3表取締役　中村　直子 新規 現存
     (薬       3) 平22.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  309048,216.6 このはな薬局 〒231-0032 045-662-9087有限会社福堂　代表取森　ひとみ 平16.12. 1 薬局
     中区薬216 横浜市中区不老町３－１４－２ラ常　勤:    1締役　長谷川　美保子 新規 現存
     イオンズマンション伊勢佐木長者(薬       1) 平22.12. 1
     町１０３号 非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  310048,217.4 桂元堂薬局　石川町店〒231-0868 045-663-5376宮原　桂 佐藤　大輔 平16.12.15 薬局
     中区薬217 横浜市中区石川町１－１１ 常　勤:    3 新規 現存
     (薬       3) 平22.12.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  311048,221.6 阪神調剤薬局　横浜新〒231-0801 045-629-0588株式会社阪神調剤薬局阿部　奈穂子 平17. 4. 1 薬局
     中区薬221 山下店 横浜市中区新山下３－１３－２２常　勤:    7　代表取締役　岩崎　 新規 現存
     (薬       7)壽毅 平23. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
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  312048,222.4 ひまわり薬局 〒231-0045 045-260-4976株式会社エムシーディ末石　浩二 平17. 4.15 薬局
     中区薬222 横浜市中区伊勢佐木町５－１２５常　勤:    1ー　代表取締役　小林 新規 現存
     (薬       1)　貫太郎 平23. 4.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  313048,225.7 飛鳥薬局　横浜元町店〒231-0861 045-650-5361株式会社飛鳥薬局　代市川　浩平 平23. 9.20 薬局
     中区薬225 横浜市中区元町２－８７－９元町常　勤:    2表取締役　根岸　訓良 移動 現存
     パックビル　１Ｆ (薬       2) 平23. 9.20
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  314048,226.5 横浜みなみ薬局 〒231-0801 045-629-0181株式会社　みなみ薬局鈴木　真悠 平17. 7. 1 薬局
     中区薬226 横浜市中区新山下３－１３－２２常　勤:    3　代表取締役　松浦　 新規 現存
     (薬       3)惠子 平23. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  315048,227.3 株式会社大村薬局　上〒231-0842 045-621-7750株式会社　大村薬局　黒田　英子 平18. 1. 1 薬局
     中区薬227 野町店 横浜市中区上野町２－７４ 常　勤:    1代表取締役　大村　真 新規 現存
     (薬       1)琴 平24. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  316048,228.1 ながもち薬局　本牧埠〒231-0812 045-623-1555有限会社　ながもち薬一栁　邦恵 平18. 5. 1 薬局
     中区薬228 頭店 横浜市中区錦町５ 常　勤:    2局　代表取締役　永持 新規 現存
     (薬       2)　健 平24. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  317048,229.9 だるま薬局 〒231-0806 045-621-4105藤田　万里 藤田　万里 平18. 5.15 薬局
     中区薬229 横浜市中区本牧町１－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  318048,230.7 マカド薬局 〒231-0825 045-622-2930浅野　勲 浅野　勲 平18. 7. 1 薬局
     中区薬230 横浜市中区本牧間門３６－２１ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  319048,231.5 たまご薬局　本牧店 〒231-0806 045-622-3864有限会社　たまご薬局田中　則彦 平18. 9. 1 薬局
     中区薬231 横浜市中区本牧町１－１７５ 常　勤:    1　代表取締役　棚橋　 新規 現存
     (薬       1)隆行 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  320048,234.9 スマイル薬局 〒231-0015 045-212-5775有限会社　サポートサ萬代　美絵 平24. 4. 1 薬局
     中区薬234 横浜市中区尾上町５－７３馬車道常　勤:    1ービス　代表取締役　 移動 現存
     ビル２Ｆ (薬       1)内藤　毅 平24. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  321048,235.6 セブンス薬局　桜木町〒231-0064 045-250-5707株式会社　セカンドセ藤田　綾子 平19. 6. 1 薬局
     中区薬235 店 横浜市中区野毛町３－１６０－４常　勤:    1ブン　代表取締役　星 新規 現存
     　ちぇるる野毛２Ｆ (薬       1)野　律子 平25. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  322048,237.2 なの花薬局ゆき店 〒231-0036 045-250-5311株式会社　サンメディ片山　玲子 平20. 2. 1 薬局
     中区薬237 横浜市中区山田町８－１フロール常　勤:    3ック　代表取締役　遠 組織変更 現存
     山田町第３－１０２ (薬       3)山　功 平26. 2. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  323048,238.0 グリーン薬局 〒231-0025 045-263-6900調剤薬局オガサ株式会梶谷　浩義 平20.10. 1 薬局
     中区薬238 横浜市中区松影町２－７－１ 常　勤:    4社　代表取締役　小笠 新規 現存
     (薬       4)　比文 平26.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  324048,239.8 相生スマイル薬局 〒231-0012 045-681-9129有限会社サポートサー内藤　あずさ 平25. 8. 1 薬局
     中区薬239 横浜市中区相生町２－２７宇田川常　勤:    1ビス　代表取締役　内 移動 現存
     ビル１Ｆ (薬       1)藤　毅 平25. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  325048,240.6 本牧中央薬局 〒231-0821 045-628-3721株式会社　葵調剤　代生井　茅子 平21. 4. 1 薬局
     中区薬240 横浜市中区本牧原１－４ 常　勤:    2表取締役　太田　郁夫 交代 現存
     (薬       2) 平21. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  326048,242.2 こえだ薬局 〒231-0028 045-222-7494葛西　光枝 葛西　光枝 平21. 4. 1 薬局
     中区薬242 横浜市中区翁町１－１－１ロイヤ常　勤:    2 交代 現存
     ル関内１Ｆ (薬       2) 平21. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  327048,243.0 ファーマライズ薬局　〒231-0862 045-628-4781ファーマライズ　株式畠山　佑美 平21. 6. 1 薬局
     中区薬243 山手町店 横浜市中区山手町１６３－６ 常　勤:    6会社　代表取締役　小 交代 現存
     (薬       6)高　芳夫 平21. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  328048,244.8 ファーマライズ薬局　〒231-0801 045-629-0187ファーマライズ　株式長濱　さと子 平21. 6. 1 薬局
     中区薬244 新山下店 横浜市中区新山下３－１３－２２常　勤:    2会社　代表取締役　小 交代 現存
     (薬       2)高　芳夫 平21. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  329048,246.3 カンナイ薬局 〒231-0016 045-681-3962株式会社　ファーコス齊藤　美月 平21.12. 1 薬局
     中区薬246 横浜市中区真砂町２－１２関内駅常　勤:    3　代表取締役　島田　 交代 現存
     前第一ビル１Ｆ (薬       3)光明 平21.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  330048,247.1 薬局ケーアイファーマ〒231-8331 045-263-8513株式会社タカラメディ坪内　心子 平22. 5. 1 薬局
     中区薬247 シーみなとみらい 横浜市中区桜木町１－１－７コレ常　勤:    1カ　代表取締役　金原 新規 現存
     ットマーレ３Ｆ (薬       1)　弘和 平22. 5. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  331048,248.9 だるま薬局　大和町本〒231-0846 045-622-9121だるま薬匠株式会社　植松　和宗 平22. 6. 1 薬局
     中区薬248 店 横浜市中区大和町１－９ 常　勤:    1代表取締役　植松　和 交代 現存
     (薬       1)宗 平22. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  332048,249.7 フィットケアエクスプ〒231-0017 045-226-5008株式会社　カメガヤ　山下　和子 平22. 8. 1 薬局
     中区薬249 レス　関内駅前店薬局横浜市中区港町２－９ 常　勤:    2代表取締役　鈴木　滋 新規 現存
     (薬       2)雄 平22. 8. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  333048,250.5 津田薬局 〒231-0864 045-622-9424津田　豊 津田　博子 平22. 7. 1 薬局
     中区薬250 横浜市中区千代崎町１－２２ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平22. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  334048,251.3 本牧調剤薬局 〒231-0843 045-629-5586株式会社　サンメディ小山　武輝 平22. 9. 1 薬局
     中区薬251 横浜市中区本郷町２－４４－１－常　勤:    7ック　代表取締役　遠 交代 現存
     １０２ (薬       7)山　功 平22. 9. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  335048,252.1 関内中央薬局 〒231-0032 045-222-7535株式会社　サンメディ西江　卓司 平22. 9. 1 薬局
     中区薬252 横浜市中区不老町１－３－３－１常　勤:    4ック　代表取締役　遠 交代 現存
     ０２ (薬       4)山　功 平22. 9. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  336048,253.9 フィットケアデポシル〒231-0023 045-640-0306株式会社　カメガヤ　齋藤　素子 平22.11. 1 薬局
     中区薬253 クセンター店薬局 横浜市中区山下町１ 常　勤:    3代表取締役　鈴木　滋 新規 現存
     (薬       3)雄 平22.11. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  337048,254.7 石川町中央薬局 〒231-0024 045-263-8495株式会社　葵調剤　代川野　 子 平22.11. 1 薬局
     中区薬254 横浜市中区吉浜町１－２　パーク常　勤:    2表取締役　太田　郁夫 新規 現存
     スクエア横浜２Ｆ (薬       2) 平22.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  338048,255.4 うさぎ薬局　馬車道店〒231-0005 045-641-6071株式会社メディカルデ中村　隆 平23. 1. 1 薬局
     中区薬255 横浜市中区本町６－５０－１　横常　勤:    1ザイン　代表取締役　 新規 現存
     浜アイランドタワーＢ１Ｆ (薬       1)中村　隆 平23. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  339048,257.0 フラワー薬局　横浜本〒231-0821 045-264-4395サンハルク株式会社　石井　政好 平23. 3. 1 薬局
     中区薬257 牧店 横浜市中区本牧原１９－１　パシ常　勤:    2代表取締役　渡邊　岳 新規 現存
     フィックレジデンス横濱本牧２０(薬       2)人 平23. 3. 1
     １ 非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  340048,258.8 関内セントラル薬局 〒231-0047 045-341-3328株式会社　葵調剤　代西家　あつ子 平23. 3. 1 薬局
     中区薬258 横浜市中区羽衣町２－７－４　ダ常　勤:    1表取締役　太田　郁夫 新規 現存
     イワロイネットホテル横浜関内１(薬       1) 平23. 3. 1
     Ｆ 非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  341048,260.4 イオン薬局　本牧店 〒231-0821 045-625-7503イオンリテール株式会柳川　裕和 平23.11. 1 薬局
     中区薬260 横浜市中区本牧原７－１ 常　勤:    4社　代表取締役　梅本 新規 現存
     (薬       4)　和典 平23.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  342048,261.2 日本調剤　関内駅前薬〒231-0016 045-227-7620日本調剤株式会社　代髙橋　直子 平23.11. 1 薬局
     中区薬261 局 横浜市中区真砂町２－２６関内中常　勤:    2表取締役　三津原　博 新規 現存
     央ビル　１Ｆ (薬       2) 平23.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  343048,262.0 日本調剤　石川町薬局〒231-0024 045-680-1225日本調剤株式会社　代江刺家　華子 平23.12. 1 薬局
     中区薬262 横浜市中区吉浜町１－９エトアー常　勤:    1表取締役　三津原　博 新規 現存
     ル吉浜　１Ｆ１０１ (薬       1) 平23.12. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  344048,263.8 スギ薬局　関内店 〒231-0015 045-227-5770株式会社　スギ薬局　小川　昌孝 平24. 3. 1 薬局
     中区薬263 横浜市中区尾上町１－８関内新井常　勤:    1代表取締役　 原　栄 新規 現存
     ビルディング１Ｆ (薬       1)一 平24. 3. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  345048,264.6 川田薬局　長者町店 〒231-0033 045-341-0103株式会社カワダ　代表内野　和幸 平24. 4. 1 薬局
     中区薬264 横浜市中区長者町３－７－５ 常　勤:    3取締役　川田　佳代子 交代 現存
     (薬       3) 平24. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  346048,265.3 川田薬局　本牧店 〒231-0824 045-625-3001株式会社カワダ　代表渡邉　久美子 平24. 4. 1 薬局
     中区薬265 横浜市中区本牧三之谷８－８ 常　勤:    5取締役　川田　佳代子 交代 現存
     (薬       5) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  347048,266.1 薬局トモズ　カトレヤ〒231-0045 045-315-3335株式会社　トモズ　代高瀬　幸治 平24. 5. 1 薬局
     中区薬266 プラザ伊勢佐木店 横浜市中区伊勢佐木町１－５－４常　勤:    1表取締役　師岡　伸生 新規 現存
     カトレヤプラザ１Ｆ (薬       1) 平24. 5. 1
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  348048,267.9 日本調剤　野毛薬局 〒231-0064 045-250-0128日本調剤株式会社　代伊藤　健児 平24. 7. 1 薬局
     中区薬267 横浜市中区野毛町３－１６０－４常　勤:    1表取締役　三津原　博 新規 現存
     ちぇるる野毛２Ｆ (薬       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  349048,268.7 アイン薬局　みなと店〒231-0801 045-621-2911株式会社アインファー石野　千明 平24. 8. 1 薬局
     中区薬268 横浜市中区新山下３－１－１ 常　勤:    1マシーズ　代表取締役 交代 現存
     (薬       1)　大谷　喜一 平24. 8. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  350048,272.9 トモニティ薬局　馬車〒231-0002 045-228-7745株式会社ファーマみら通　奏子 平24.12. 1 薬局
     中区薬272 道店 横浜市中区海岸通５－２５　２－常　勤:    1い　代表取締役　佃　 新規 現存
     １５ (薬       1)敏之 平24.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  351048,273.7 アポテカ薬局 〒231-0023 045-662-9581株式会社アポステータ西田　友紀 平24.12. 1 薬局
     中区薬273 横浜市中区山下町３７－８グロー常　勤:    1ス　代表取締役　林　 交代 現存
     リオタワー横浜元町１０４ (薬       1)昭弘 平24.12. 1
     非常勤:   24
     (薬      24)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  352048,274.5 わかば薬局　関内 〒231-0048 045-341-4300有限会社ケーアイメデ齊藤　敦 平25. 2. 1 薬局
     中区薬274 横浜市中区蓬莱町１－１－３関内常　勤:    2ィカル　代表取締役　 新規 現存
     パークビル１０２ (薬       2)石川　和雄 平25. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  353048,276.0 もろとみ薬局 〒231-0843 045-623-6887株式会社諸富薬局　代諸富　佑季 平25. 3. 1 薬局
     中区薬276 横浜市中区本郷町１－３０ 常　勤:    2表取締役　諸富　崇 交代 現存
     (薬       2) 平25. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  354048,277.8 調剤薬局ステラ横浜元〒231-0861 045-319-6810株式会社Ｃｅｒｉｓｅ鹿島　由美 平25. 6. 1 薬局
     中区薬277 町本店 横浜市中区元町２－９６鈴音ビル常　勤:    1ｓ　代表取締役　武田 新規 現存
     １Ｆ　Ｂ号室 (薬       1)　公美子 平25. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  355048,278.6 グローバル薬局　関内〒231-0016 045-264-4970株式会社グローバルコ建部　卓司 平25. 7. 1 薬局
     中区薬278 駅前店 横浜市中区真砂町３－３３セルテ常　勤:    1ーポレーション　代表 交代 現存
     ２Ｆ (薬       1)取締役　白澤　奈美 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  356048,279.4 グローバル薬局　横浜〒231-0861 045-651-5991株式会社グローバルコ飯塚　好子 平25. 7. 1 薬局
     中区薬279 元町店 横浜市中区元町１－３４ファミー常　勤:    1ーポレーション　代表 交代 現存
     ユ元町１－Ａ (薬       1)取締役　白澤　奈美 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  357048,280.2 ななほし薬局本牧店 〒231-0843 045-319-4680株式会社ウッドビレッ伊倉　新太郎 平25. 9. 1 薬局
     中区薬280 横浜市中区本郷町２－４２ 常　勤:    1ジ　代表取締役　木村 新規 現存
     (薬       1)　美幸 平25. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  358050,032.2 有限会社金丸薬局 〒232-0052 045-731-0741（有）金丸薬局　取締金丸　光代 昭32.10. 1 薬局
     南薬32 横浜市南区井土ヶ谷中町４１－２常　勤:    1役　金丸　光代 現存
     (薬       1) 平23.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  359050,038.9 有限会社鶴岡仁成堂薬〒232-0041 045-731-2602有限会社　鶴岡仁成堂横山　茂子 昭32.10. 1 薬局
     南薬38 局 横浜市南区睦町１－８－２ 常　勤:    1薬局　代表取締役　鶴 現存
     (薬       1)岡　幸彦 平23.10. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  360050,039.7 株式会社　第一薬局 〒232-0006 045-731-4452株式会社　第一薬局　中田　悦子 昭32.10. 1 薬局
     南薬39 横浜市南区南太田１－２８－３ 常　勤:    2代表取締役　中田　修 現存
     (薬       2)平 平23.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  361050,044.7 （有）池田優生堂薬局〒232-0067 045-741-4910（有）池田優生堂薬局片桐　良子 昭32.10.31 薬局
     南薬44 横浜市南区弘明寺町１５９ 常　勤:    1　代表取締役　村山　 現存
     (薬       1)幸正 平23.10.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  362050,057.9 マガネ薬局 〒232-0021 045-231-1193（有）マガネ薬局　代粟野　祥一 昭37. 7.15 薬局
     南薬57 横浜市南区真金町２－１８ 常　勤:    1表取締役　粟野　祥一 現存
     (薬       1) 平22. 7.15
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  363050,061.1 有限会社信堂薬局 〒232-0016 045-712-1607有限会社　信堂薬局　 弓　佐智生 平14.11. 1 薬局
     南薬61 横浜市南区宮元町３－５４ 常　勤:    2代表取締役　 弓　佐 移動 現存
     (薬       2)智生 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  364050,076.9 高木薬局 〒232-0066 045-711-3456高木　皓行 高木　嘉寿子 昭42.10.15 薬局
     南薬76 横浜市南区六ッ川１－２８３ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平24.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  365050,088.4 株式会社　長谷川薬局〒232-0006 045-731-1376株式会社　長谷川薬局長谷川　素雄 昭47. 1. 1 薬局
     南薬88 横浜市南区南太田４－２－６ 常　勤:    2　代表取締役　長谷川 現存
     (薬       2)　素雄 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  366050,104.9 さかえ薬局 〒232-0065 045-712-7872有限会社さかえ薬局　林　由美子 平16. 1. 1 薬局
     南薬104 横浜市南区別所中里台４１－１２常　勤:    1代表取締役　林　由美 移動 現存
     (薬       1)子 平22. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  367050,111.4 富士調剤薬局 〒232-0023 045-252-7002富士調剤　株式会社　多賀　雅子 平12. 5. 1 薬局
     南薬111 横浜市南区白妙町３－４１ 常　勤:    4代表取締役　大塚　吉 移動 現存
     (薬       4)史 平24. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  368050,113.0 メイワ薬局 〒232-0056 045-742-2301有限会社　明和　代表川田　哲 平 9.12. 1 薬局
     南薬113 横浜市南区通町４－１１８明和ビ常　勤:    3取締役　川田　哲 移動 現存
     ル１階 (薬       3) 平21.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  369050,114.8 有限会社　弘明寺薬局〒232-0067 045-741-4112（有）弘明寺薬局　取中山　厚子 昭56. 5. 1 薬局
     南薬114 横浜市南区弘明寺町２６７ 常　勤:    1締役　中山　厚子 現存
     (薬       1) 平23. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  370050,124.7 大岡調剤薬局 〒232-0061 045-711-8838株式会社　柏葉薬局　松﨑　智子 昭59. 1. 1 薬局
     南薬124 横浜市南区大岡３－１２－２９ 常　勤:    1代表取締役　中村　直 現存
     (薬       1)子 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  371050,129.6 有限会社フジオ薬局 〒232-0063 045-742-8101（有）フジオ薬局　代小栗　佐保 昭61. 2.15 薬局
     南薬129 横浜市南区中里４－１－１６ 常　勤:    1表取締役　横山　直孝 現存
     (薬       1) 平22. 2.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  372050,132.0 有限会社河原だるま薬〒232-0061 045-741-1247（有）河原だるま薬局河原　洋 昭61.11.15 薬局
     南薬132 局 横浜市南区大岡２－３－２０ 常　勤:    4　代表取締役　河原　 現存
     (薬       4)洋 平22.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  373050,134.6 睦町調剤薬局 〒232-0041 045-721-3710株式会社　志紀薬品　山口　久美子 平17. 9.26 薬局
     南薬134 横浜市南区睦町１－７－３ 常　勤:    2代表取締役　矢野　圭 移動 現存
     (薬       2)子 平23. 9.26
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  374050,135.3 有限会社　光薬局 〒232-0006 045-721-4615有限会社　光薬局　取金子　利子 昭62. 9. 1 薬局
     南薬135 横浜市南区南太田４－１３－２５常　勤:    1締役　前田　希代子 現存
     (薬       1) 平23. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  375050,141.1 南調剤薬局 〒232-0055 045-711-1990（有）神星商事　代表小田　博志 平元. 4. 1 薬局
     南薬141 横浜市南区中島町３－５７－３ 常　勤:    1取締役　星　タツ子 現存
     (薬       1) 平22. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  376050,142.9 ミナミファーマシー 〒232-0006 045-721-3331（有）ミナミファーマ山田　真幸 平元. 5. 1 薬局
     南薬142 横浜市南区南太田１－１０－１ 常　勤:    7シー　代表取締役　中 現存
     (薬       7)村　由紀子 平22. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  377050,149.4 有限会社　ひまわり薬〒232-0064 045-741-1000有限会社　ひまわり薬宮岡　純子 平 2.11. 1 薬局
     南薬149 局 横浜市南区別所３－８－３ 常　勤:    3局　代表取締役　尾田 現存
     (薬       3)　美知 平23.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  378050,152.8 有限会社　スバル薬局〒232-0067 045-721-0987有限会社　スバル薬局吉岡　三起子 平14. 5. 1 薬局
     南薬152 横浜市南区弘明寺町２７５ 常　勤:    1　代表取締役　大山　 移動 現存
     (薬       1)良一 平26. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  379050,155.1 川田薬局浦舟店 〒232-0024 045-262-6800（株）川田薬局　代表影山　美穂 平 4. 6.15 薬局
     南薬155 横浜市南区浦舟町４－５０－４１常　勤:    8取締役　大塚　吉史 現存
     Ｆ (薬       8) 平22. 6.15
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  380050,156.9 前里薬局 〒232-0004 045-231-1138鈴木　利彦 鈴木　利彦 平 4. 9. 1 薬局
     南薬156 横浜市南区前里町４－９６ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平22. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  381050,157.7 白石薬局 〒232-0014 045-251-4613有限会社　白石薬局　白石　淳子 平 4. 9. 1 薬局
     南薬157 横浜市南区南吉田町２－１７ 常　勤:    1代表取締役　白石　厚 現存
     (薬       1)親 平22. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  382050,158.5 有限会社　ハマ薬局 〒232-0022 045-252-1626有限会社　ハマ薬局　早田　直史 平 4.11.18 薬局
     南薬158 横浜市南区高根町１－４ 常　勤:    3代表取締役　早田　直 現存
     (薬       3)史 平22.11.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  383050,160.1 あけぼの薬局 〒232-0052 045-721-1752株式会社　医学研究社丹野　かおり 平 5. 6. 1 薬局
     南薬160 横浜市南区井土ヶ谷中町１５６ 常　勤:    1　代表取締役　大崎　 新規 現存
     (薬       1)泰 平23. 6. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  384050,161.9 カシワバ薬局向田橋店〒232-0064 045-711-9639株式会社　柏葉薬局　大越　智栄 平 5. 7. 1 薬局
     南薬161 横浜市南区別所１－２－１３ 常　勤:    5代表取締役　中村　直 新規 現存
     (薬       5)子 平23. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  385050,165.0 大橋薬局 〒232-0016 045-711-6030（有）大橋ドラッグ　大橋　幸子 平 6. 1. 1 薬局
     南薬165 横浜市南区宮元町４－９１ 常　勤:    2代表取締役　大橋　喜 新規 現存
     (薬       2)明 平24. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  386050,170.0 スーパードラッグタロ〒232-0067 045-716-4500株式会社　ビッグドラ竹田　侑子 平 7. 3.15 薬局
     南薬170 ー薬局 横浜市南区弘明寺町１３４ 常　勤:    3ッグタロー　代表取締 新規 現存
     (薬       3)役　小西　太郎 平22. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  387050,171.8 みどり薬局 〒232-0053 045-713-5800株式会社　川田薬局　蟹江　秋彦 平 8. 3.18 薬局
     南薬171 横浜市南区井土ヶ谷下町２１３　常　勤:   11代表取締役　大塚　吉 移動 現存
     Ｂ１Ｆ (薬      11)史 平23. 3.18
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  388050,172.6 カシワバ薬局　吉野町〒232-0025 045-243-4198株式会社　柏葉薬局　牧野　幸代 平 7. 7. 1 薬局
     南薬172 店 横浜市南区高砂町３－３５－４ 常　勤:    5代表取締役　中村　直 新規 現存
     (薬       5)子 平22. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  389050,173.4 鶴岡仁成堂薬局　吉野〒232-0013 045-252-6505有限会社　鶴岡仁成堂鶴岡　秀一 平 7. 8. 1 薬局
     南薬173 町店 横浜市南区山王町３－２４－４コ常　勤:    1薬局　代表取締役　鶴 新規 現存
     スモ吉野町駅前 (薬       1)岡　幸彦 平22. 8. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  390054,000.5 むつみ薬局　弘明寺店〒232-0066 045-722-8577株式会社むつみ　代表西山　宰生 平25.10. 1 薬局
     南薬4000 横浜市南区六ツ川１－７７－２ 常　勤:    2取締役　西山　宰生 交代 現存
     (薬       2) 平25.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  391054,001.3 さくら薬局　横浜六ツ〒232-0066 045-742-6446クラフト株式会社　代浅井　栄美子 平26. 2. 1 薬局
     南薬4001 川店 横浜市南区六ツ川３－７９－１５常　勤:    6表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     (薬       6) 平26. 2. 1
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  392054,002.1 さくら薬局　横浜六ツ〒232-0066 045-741-6747クラフト株式会社　代上﨑　祐香 平26. 2. 1 薬局
     南薬4002 川１丁目店 横浜市南区六ツ川１－８７３－３常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     １ (薬       2) 平26. 2. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  393054,003.9 玄和堂薬局　弘明寺店〒232-0067 045-731-2210株式会社　玄和堂　代星野　珠美 平26. 4. 1 薬局
     南薬4003 横浜市南区弘明寺町１４４－１ 常　勤:    1表取締役　寺師　三千 新規 現存
     (薬       1)彦 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  394058,176.9 ミキ薬局横浜南店 〒232-0004 045-251-0070株式会社　メディカル墳崎　英樹 平 8. 4. 1 薬局
     南薬176 横浜市南区前里町２－３４－２ 常　勤:    2ファーマシィー　代表 新規 現存
     (薬       2)取締役　和田　功 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  395058,177.7 有限会社　大平薬局 〒232-0012 045-251-7290有限会社　大平薬局　大平　泰寛 平 8. 7.15 薬局
     南薬177 横浜市南区南吉田町１－１ 常　勤:    1代表取締役　大平　泰 新規 現存
     (薬       1)寛 平23. 7.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  396058,178.5 薬局・マドンナ 〒232-0061 045-743-5251有限会社薬局・マドン森　信子 平 8.10.15 薬局
     南薬178 横浜市南区大岡３－７－１１ 常　勤:    1ナ　代表取締役　森　 新規 現存
     (薬       1)信子 平23.10.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  397058,180.1 カシワバ薬局　共進町〒232-0015 045-711-1095株式会社　柏葉薬局　五味　豊 平 8.12. 1 薬局
     南薬180 店 横浜市南区共進町３－６５ 常　勤:    1代表取締役　中村　直 新規 現存
     (薬       1)子 平23.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  398058,181.9 あさひ薬局 〒232-0066 045-731-8577秋山　浩 吉野　規容子 平 9. 1.15 薬局
     南薬181 横浜市南区六ツ川３－２３－１４常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  399058,183.5 コスモ薬局　吉野町店〒232-0012 045-241-0180株式会社　イジマ　代遠藤　勝久 平10. 8. 1 薬局
     南薬183 横浜市南区南吉田町２－１７－３常　勤:    3表取締役　伊島　政克 移動 現存
     ５ライオンズマンション吉野町第(薬       3) 平22. 8. 1
     １１ 非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  400058,185.0 有限会社　まゆみ薬局〒232-0016 045-716-2088有限会社　まゆみ薬局 弓　純 平 9. 6. 1 薬局
     南薬185 横浜市南区宮元町２－３６ 常　勤:    2　代表取締役　 弓　 新規 現存
     (薬       2)純 平24. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
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  401058,186.8 かいがら坂薬局　弘明〒232-0056 045-712-4434有限会社　かいがら坂肥後　保仁 平10. 6. 1 薬局
     南薬186 寺店 横浜市南区通町３－５３ 常　勤:    1薬局　代表取締役　肥 移動 現存
     (薬       1)後　保仁 平22. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  402058,187.6 庄子薬局 〒232-0067 045-731-5970株式会社　コンパス　吉岡　由美子 平11. 4. 1 薬局
     南薬187 横浜市南区弘明寺町２７０ 常　勤:    1代表取締役　清見　順 新規 現存
     (薬       1)子 平23. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  403058,192.6 株式会社五番街ファー〒232-0024 045-251-5605株式会社　五番街ファ德里　美智子 平12. 4. 1 薬局
     南薬192 マシー浦舟店 横浜市南区浦舟町３－３８－５ 常　勤:    8ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       8)　徳里　政助 平24. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  404058,195.9 あけぼの薬局浦舟店 〒232-0024 045-232-9182株式会社　医学研究社名田　眞理子 平12. 6. 1 薬局
     南薬195 横浜市南区浦舟町１－１－２４ 常　勤:    1　代表取締役　大崎　 新規 現存
     (薬       1)泰 平24. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  405058,196.7 鶴岡仁成堂薬局　高砂〒232-0025 045-260-0575有限会社　鶴岡仁成堂永田　美津子 平12. 8. 1 薬局
     南薬196 店 横浜市南区高砂町３－３３ 常　勤:    2薬局　代表取締役　鶴 新規 現存
     (薬       2)岡　幸彦 平24. 8. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  406058,197.5 川田薬局 〒232-0053 045-731-6781西島　眞己子 西島　眞己子 平12.10. 1 薬局
     南薬197 横浜市南区井土ヶ谷下町４１－９常　勤:    1 組織変更 現存
     (薬       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  407058,198.3 すみれ薬局別所店 〒232-0064 045-711-6357株式会社　クリエイト市村　祥 平12.11.15 薬局
     南薬198 横浜市南区別所２－６－１ 常　勤:    2エス・ディー　代表取 新規 現存
     (薬       2)締役　廣瀨　泰三 平24.11.15
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  408058,199.1 森薬局 〒232-0015 045-741-5191有限会社　エム・エイ重森　竜哉 平13. 3. 1 薬局
     南薬199 横浜市南区共進町１－３３ 常　勤:    3チファーマシー　代表 組織変更 現存
     (薬       3)取締役　三浦　英次 平25. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  409058,203.1 だるま薬局 〒232-0033 045-261-4595有限会社　メディカル笠原　洋子 平18.11.13 薬局
     南薬203 横浜市南区中村町３－１９９－３常　勤:    1サポート　取締役　笠 移動 現存
     (薬       1)原　洋子 平24.11.13
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  410058,204.9 ハート薬局南店 〒232-0006 045-731-7704有限会社　メディカル山根　智子 平14. 5. 1 薬局
     南薬204 横浜市南区南太田１－２３－２ 常　勤:    1ネットワークシステム 新規 現存
     (薬       1)　代表取締役　山根　 平26. 5. 1
     非常勤:    3智子
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  411058,208.0 新栄堂村上薬局 〒232-0066 045-822-2226村上　榮司 村上　榮司 平15. 4. 1 薬局
     南薬208 横浜市南区六ッ川４－１２１５ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (薬       1) 平21. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  412058,214.8 高橋薬局　横浜橋通店〒232-0023 045-250-6840株式会社コージーファ高橋　洋成 平18. 5.14 薬局
     南薬214 横浜市南区白妙町１－１－１Ｆ 常　勤:    3ーマシー　代表取締役 移動 現存
     (薬       3)　高橋　一成 平24. 5.14
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  413058,215.5 高根町薬局 〒232-0022 045-262-3811有限会社いずみファー久保田　進 平17. 4. 1 薬局
     南薬215 横浜市南区高根町３－１８ 常　勤:    1マシー　取締役　久保 交代 現存
     (薬       1)田　進 平23. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  414058,218.9 日本調剤　浦舟薬局 〒232-0024 045-260-5751日本調剤株式会社　代後藤　裕章 平18. 4. 1 薬局
     南薬218 横浜市南区浦舟町４－４７メディ常　勤:   10表取締役社長　三津原 新規 現存
     カルコートマリス１Ｆ (薬      10)　博 平24. 4. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  415058,220.5 いずみ薬局 〒232-0023 045-243-5575有限会社　いずみファ今井　由美子 平18. 8. 1 薬局
     南薬220 横浜市南区白妙町３－４０－１－常　勤:    1ーマシー　取締役　久 交代 現存
     １Ｆ (薬       1)保田　進 平24. 8. 1
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  416058,221.3 キッズ薬局 〒232-0066 045-730-6166株式会社　サン薬局　奈良　渉 平18. 8.15 薬局
     南薬221 横浜市南区六ツ川２－１４３－１常　勤:    3代表取締役　奈良　秀 新規 現存
     １５ (薬       3)一 平24. 8.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  417058,223.9 永田町だるま薬局 〒232-0071 045-741-4069だるま薬匠　株式会社西村　浩子 平21. 8.31 薬局
     南薬223 横浜市南区永田北２－５４－２６常　勤:    1　代表取締役　植松　 移動 現存
     －１Ｆ (薬       1)和宗 平21. 8.31
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  418058,224.7 高橋薬局　弘明寺店 〒232-0056 045-741-8755株式会社　コージーフ樋口　賢一 平20. 3. 1 薬局
     南薬224 横浜市南区通町４－８４ 常　勤:    2ァーマシー　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　高橋　一成 平26. 3. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  419058,227.0 みどり薬局　中村町店〒232-0033 045-260-2900株式会社　ニック　代青木　義徳 平21. 3. 1 薬局
     南薬227 横浜市南区中村町１－１５－１ 常　勤:    3表取締役　 川　正男 交代 現存
     (薬       3) 平21. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  420058,228.8 りんどう薬局 〒232-0006 045-325-8899株式会社　オール・プ大信　健一郎 平21. 4. 1 薬局
     南薬228 横浜市南区南太田１－４－３２ 常　勤:    2ラン社　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)大下　新治 平21. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  421058,231.2 ハックドラッグ　井土〒232-0052 045-710-8158株式会社　ＣＦＳコー木村　明博 平21.12. 1 薬局
     南薬231 ヶ谷駅前薬局 横浜市南区井土ケ谷中町１６１ 常　勤:    3ポレーション　代表取 新規 現存
     (薬       3)締役　宮下　雄二 平21.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  422058,232.0 クローバー薬局 〒232-0075 045-515-8152秋山　浩 永井　由紀子 平22. 4. 1 薬局
     南薬232 横浜市南区永田みなみ台２－１－常　勤:    1 新規 現存
     １０２ (薬       1) 平22. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  423058,233.8 六ツ川薬局 〒232-0066 045-712-0551株式会社　サンメディ井上　恵子 平22. 9. 1 薬局
     南薬233 横浜市南区六ツ川１－２１０－１常　勤:    2ック　代表取締役　遠 交代 現存
     (薬       2)山　功 平22. 9. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  424058,234.6 横浜しろたえ薬局 〒232-0023 045-260-1140丸山　芳輝 丸山　芳輝 平23. 1. 1 薬局
     南薬234 横浜市南区白妙町３－３４　ヴィ常　勤:    1 新規 現存
     ベール横浜１Ｆ (薬       1) 平23. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  425058,235.3 薬局マツモトキヨシ井〒232-0053 045-716-1277株式会社マツモトキヨ竹本　善顕 平23. 3. 1 薬局
     南薬235 土ヶ谷駅前店 横浜市南区井土ケ谷下町２１４－常　勤:    3シ　代表取締役　松本 新規 現存
     ５　１Ｆ (薬       3)　清雄 平23. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  426058,236.1 スマイル薬局　横浜橋〒232-0023 045-341-0650株式会社　スマイルド曲田　穣 平23. 5. 1 薬局
     南薬236 店 横浜市南区白妙町１－２ 常　勤:    1ラッグ　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)黒澤　和政 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  427058,238.7 仙寿堂薬局 〒232-0015 045-731-0875木村　睦江 木村　睦江 平23.12. 1 薬局
     南薬238 横浜市南区共進町１－２３ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  428058,239.5 メイワ薬局　鎌倉街道〒232-0061 045-315-3219有限会社　明和　代表川田　まゆみ 平24. 6. 1 薬局
     南薬239 店 横浜市南区大岡２－１４－１０サ常　勤:    2取締役　川田　哲 新規 現存
     ニーヴェイル弘明寺１Ｆ１０１ (薬       2) 平24. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  429058,240.3 井土ケ谷薬局 〒232-0053 045-714-1055有限会社　光星商事　山城　理恵 平24. 8. 1 薬局
     南薬240 横浜市南区井土ケ谷下町２１８－常　勤:    1代表取締役　星　裕之 新規 現存
     ２ヴェルドミール井土ケ谷１Ｆ (薬       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  430058,241.1 光成堂薬局 〒232-0044 045-714-6448長谷川　裕理子 小町　恵理子 平24. 9. 1 薬局
     南薬241 横浜市南区榎町２－７３ 常　勤:    3 交代 現存
     (薬       3) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  431058,244.5 さくら薬局　横浜中島〒232-0055 045-713-0717クラフト株式会社　代福田　英樹 平25. 5. 1 薬局
     南薬244 店 横浜市南区中島町４－８５織田ビ常　勤:    5表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     ル１Ｆ (薬       5) 平25. 5. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  432058,245.2 ひばり薬局　浦舟店 〒232-0024 045-243-5550株式会社　葉山　代表佐藤　晋一郎 平25. 5. 1 薬局
     南薬245 横浜市南区浦舟町３－３４カーザ常　勤:    4取締役　葉山　広 交代 現存
     ・ペルラ１０１号 (薬       4) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  433058,246.0 高橋薬局真金町店 〒232-0021 045-325-8737株式会社コージーファ高橋　和美 平25. 7. 1 薬局
     南薬246 横浜市南区真金町１－１０－４ 常　勤:    1ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　高橋　一成 平25. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  434058,247.8 グローバル薬局　横浜〒232-0021 045-341-0831株式会社グローバルコ松澤　佳毅 平25. 7. 1 薬局
     南薬247 橋通店 横浜市南区真金町２－１８ 常　勤:    1ーポレーション　代表 交代 現存
     (薬       1)取締役　白澤　奈美 平25. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  435060,008.0 有限会社尾崎薬局 〒240-0065 045-331-0033（有）尾崎薬局　代表尾崎　英俊 昭32.10. 1 薬局
     保薬8 横浜市保土ケ谷区和田１－４－２常　勤:    1取締役　尾崎　英俊 現存
     ２ (薬       1) 平23.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  436060,047.8 みずほ薬局 〒240-0023 731-0030 吉田　紗智子 吉田　紗智子 昭40. 7. 1 薬局
     保薬47 横浜市保土ケ谷区岩井町５３ 現存
     平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  437060,059.3 ハマ薬局 〒240-0006 045-331-5078蛭田　啓子 蛭田　啓子 平 7. 2.25 薬局
     保薬59 横浜市保土ケ谷区星川１－４－３常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平22. 2.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  438060,064.3 三ッ沢薬局 〒240-0013 045-331-0396藤巻　ナオ 藤巻　弘和 昭48. 3. 1 薬局
     保薬64 横浜市保土ケ谷区帷子町１－４２ 現存
     平24. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  439060,070.0 アサノ薬局 〒240-0041 045-381-2029浅野　照 浅野　照 昭51. 5. 1 薬局
     保薬70 横浜市保土ケ谷区東川島町８４－常　勤:    1 現存
     １０ (薬       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  440060,077.5 キク薬局 〒240-0013 045-331-0057有限会社キク薬局　代山方　正枝 昭54. 4.15 薬局
     保薬77 横浜市保土ケ谷区帷子町１－２ 常　勤:    1表取締役　山方　正枝 現存
     (薬       1) 平24. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  441060,084.1 有限会社保土ケ谷中央〒240-0001 045-333-0361（有）保土ケ谷中央薬八木　明 昭56. 2. 2 薬局
     保薬84 薬局 横浜市保土ケ谷区川辺町２－２　常　勤:    3局　代表取締役　八木 現存
     Ｂ－１０７ (薬       3)　明 平23. 2. 2
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  442060,102.1 月見台調剤薬局 〒240-0012 045-334-2526（有）月見台調剤薬局中村　洋子 昭62. 8. 1 薬局
     保薬102 横浜市保土ケ谷区月見台３６－１常　勤:    2　代表取締役　小倉　 現存
     ８ (薬       2)和子 平23. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  443060,106.2 日本調剤　星川薬局 〒240-0006 045-336-4682日本調剤　株式会社　横山　温 平10. 3.21 薬局
     保薬106 横浜市保土ケ谷区星川２－４－１常　勤:    5代表取締役　三津原　 移動 現存
     ＳＦビル１Ｆ (薬       5)博 平22. 3.21
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  444060,111.2 正井薬局 〒240-0044 045-331-5485正井　智子 和田　洋子 平 2. 2.15 薬局
     保薬111 横浜市保土ケ谷区仏向町１２１－常　勤:    2 現存
     ７ (薬       2) 平23. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  445060,113.8 薬樹薬局　和田町 〒240-0006 045-331-1891薬樹　株式会社　代表嵐田　由美子 平 2. 7. 1 薬局
     保薬113 横浜市保土ケ谷区星川３－８－４常　勤:    2取締役　小森　雄太 現存
     和田町駅前ビル (薬       2) 平23. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  446060,114.6 有限会社　薬保会調剤〒240-0052 045-381-5011有限会社　薬保会調剤石井　泰彦 平 2.11. 1 薬局
     保薬114 薬局 横浜市保土ケ谷区西谷町９０３ 常　勤:    2薬局　代表取締役　石 現存
     (薬       2)井　貞義 平23.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  447060,117.9 河野薬局 〒240-0006 045-331-0310有限会社河野薬局　代河野　浩子 平17. 5.22 薬局
     保薬117 横浜市保土ケ谷区星川２－１５－常　勤:    2表取締役　河野　浩子 移動 現存
     １４ (薬       2) 平23. 5.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  448060,122.9 天王薬局 〒240-0043 045-331-2575吉原　世右子 吉原　世右子 平 4.10.15 薬局
     保薬122 横浜市保土ケ谷区坂本町４８ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平22.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  449060,123.7 有限会社大村薬局 〒240-0004 045-331-3433有限会社大村薬局　代大村　卓 平16.10.14 薬局
     保薬123 横浜市保土ケ谷区岩間町１－６－常　勤:    2表取締役　大村　正子 移動 現存
     １８ (薬       2) 平22.10.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  450060,124.5 ひまわり薬局　保土ケ〒240-0023 045-332-4145株式会社　メディカル稲葉　由美子 平 5. 9. 1 薬局
     保薬124 谷店 横浜市保土ケ谷区岩井町３０保土常　勤:    1サポート　代表取締役 新規 現存
     ケ谷ビル１階 (薬       1)　與野　清 平23. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  451060,125.2 さとう薬局 〒240-0045 045-373-5507佐藤　佳子 佐藤　佳子 平 5.12. 7 薬局
     保薬125 横浜市保土ケ谷区川島町１５７１常　勤:    1 交代 現存
     －４ (薬       1) 平23.12. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  452060,126.0 いわい薬局 〒240-0023 045-743-5612有限会社オフィスグリ佐野　進 平 6. 2. 1 薬局
     保薬126 横浜市保土ケ谷区岩井町２０６ 常　勤:    1ーンピュア　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　十川　純子 平24. 2. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  453060,128.6 紫苑堂永井薬局 〒240-0013 045-332-9167永井　啓一 永井　啓一 平15. 5.28 薬局
     保薬128 横浜市保土ケ谷区帷子町１－４４常　勤:    1 移動 現存
     池田ビル (薬       1) 平21. 5.28
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  454060,129.4 堀内薬局 〒240-0003 045-332-4193木村　重 木村　重 平23.12. 5 薬局
     保薬129 横浜市保土ケ谷区天王町１－２８常　勤:    2 移動 現存
     －２ (薬       2) 平23.12. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  455064,000.3 釜台薬局 〒240-0067 045-331-0002石原　貞美 石原　貞美 平26. 4. 1 薬局
     保薬4000 横浜市保土ケ谷区常盤台５２－３常　勤:    2 交代 現存
     １ (薬       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  456064,001.1 あさひ薬局上星川駅前〒240-0042 045-461-9267株式会社あさひ薬局　塚田　昌弘 平26. 9. 1 薬局
     保薬4001 店 横浜市保土ケ谷区上星川１－２－常　勤:    1代表取締役　内田　康 交代 現存
     １ (薬       1)夫 平26. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  457064,002.9 訪問薬樹薬局　保土ケ〒240-0066 045-348-1139薬樹株式会社　代表取濱地　優作 平26.10. 1 薬局
     保薬4002 谷 横浜市保土ケ谷区釜台町４４－１常　勤:    6締役　小森　雄太 交代 現存
     ６川口第一ビル (薬       6) 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  458064,003.7 すばる中央薬局西谷店〒240-0052 045-381-0055株式会社エルマノ　代木村　優子 平26.11. 1 薬局
     保薬4003 横浜市保土ケ谷区西谷町７６０－常　勤:    1表取締役　野間　智彦 新規 現存
     １ (薬       1) 平26.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  459068,132.0 健康薬局　保土ケ谷駅〒240-0023 045-337-2228株式会社　日中商事　周　明徳 平 8. 3. 1 薬局
     保薬132 ビル店 横浜市保土ケ谷区岩井町１－７ 常　勤:    1代表取締役　周　明徳 組織変更 現存
     (薬       1) 平23. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  460068,133.8 みねおか調剤薬局 〒240-0064 045-332-3301有限会社石井薬局　代田村　佳子 平15. 5.25 薬局
     保薬133 横浜市保土ケ谷区峰岡町２－１２常　勤:    3表取締役　石井　貞義 移動 現存
     ４－１ (薬       3) 平21. 5.25
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  461068,136.1 薬局おむら 〒240-0052 045-373-2119有限会社　薬局おむら加藤　公子 平 9. 4. 1 薬局
     保薬136 横浜市保土ケ谷区西谷町６１５－常　勤:    1　代表取締役　尾﨑　 新規 現存
     ４ (薬       1)英俊 平24. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  462068,137.9 光薬局 〒240-0006 045-335-7556株式会社　ニッシャ　栁田　睦枝 平 9. 5. 1 薬局
     保薬137 横浜市保土ケ谷区星川２－１－１常　勤:    4代表取締役　秋元　良 新規 現存
     ３ (薬       4)幸 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  463068,138.7 十番館薬局 〒240-0041 045-373-8828有限会社　十番館薬局増田　由利子 平 9. 7. 1 薬局
     保薬138 横浜市保土ケ谷区東川島町２０－常　勤:    1　代表取締役　増田　 組織変更 現存
     １６雅ビルド１０２ (薬       1)光信 平24. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
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  464068,139.5 小泉だるま薬局 〒240-0002 045-331-0653有限会社　小泉だるま小泉　茂 平 9. 7. 1 薬局
     保薬139 横浜市保土ケ谷区宮田町１－１－常　勤:    1薬局　代表取締役　小 交代 現存
     １ (薬       1)泉　茂 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  465068,141.1 保土ケ谷ゾウサン薬局〒240-0013 045-334-3230日本機材販売株式会社横見　英俊 平10. 4. 1 薬局
     保薬141 横浜市保土ケ谷区帷子町１－１４常　勤:    2　代表取締役　澤山　 新規 現存
     ヴィラカタビラ１Ｆ (薬       2)忠 平22. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  466068,142.9 薬局　たけむら 〒240-0015 045-331-0270（有）たけむら　代表竹村　邦夫 平10.11. 1 薬局
     保薬142 横浜市保土ケ谷区岩崎町２－１４常　勤:    1取締役　竹村　邦夫 組織変更 現存
     (薬       1) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  467068,146.0 薬樹薬局　保土ケ谷 〒240-0067 045-348-1137薬樹株式会社　代表取鈴木　雅貴 平11. 5. 1 薬局
     保薬146 横浜市保土ケ谷区常盤台５０－２常　勤:    2締役　小森　雄太 新規 現存
     ９ (薬       2) 平23. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  468068,149.4 クオール薬局上星川店〒240-0042 045-373-9303クオール株式会社　代海老塚　絢子 平11. 7. 1 薬局
     保薬149 横浜市保土ケ谷区上星川町３－１常　勤:    3表取締役　中村　勝 その他 現存
     ５－１ミラ上星川 (薬       3) 平23. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  469068,150.2 かたびら調剤薬局 〒240-0013 045-332-3614有限会社　ファーマ・藤巻　弘和 平11.10. 1 薬局
     保薬150 横浜市保土ケ谷区帷子町１－１０常　勤:    1エフ　代表取締役　藤 新規 現存
     (薬       1)巻　弘和 平23.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  470068,151.0 あかね調剤薬局 〒240-0065 045-336-9221株式会社　ケイアイエ豊田　泰志 平12. 2.15 薬局
     保薬151 横浜市保土ケ谷区和田２－３－３常　勤:    1ム　代表取締役　伊石 新規 現存
     －１０３ (薬       1)　清人 平24. 2.15
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  471068,152.8 天王町アルファ薬局 〒240-0004 045-348-2277有限会社　アルファ薬伊東　直子 平12. 3. 1 薬局
     保薬152 横浜市保土ケ谷区岩間町１－４－常　勤:    8局　代表取締役　上村 新規 現存
     ３ (薬       8)　弘 平24. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
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  472068,154.4 田辺薬局　横浜常盤店〒240-0067 045-348-8147田辺薬局株式会社　代三五　久美子 平12. 6. 1 薬局
     保薬154 横浜市保土ケ谷区常盤台５０－３常　勤:    3表取締役　佐藤　淳一 新規 現存
     ０ (薬       3) 平24. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  473068,156.9 クリエイトエス・ディ〒240-0004 045-331-2121株式会社　クリエイト大導寺　舞 平12. 7.15 薬局
     保薬156 ー横浜天王町店薬局 横浜市保土ケ谷区岩間町１－１－常　勤:    8エス・ディー　代表取 新規 現存
     ９保土ヶ谷矢島ビル (薬       8)締役　廣瀨　泰三 平24. 7.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  474068,157.7 有限会社みどり薬局 〒240-0033 045-741-1783有限会社みどり薬局　積　惺子 平12.10.17 薬局
     保薬157 横浜市保土ケ谷区境木本町１－２常　勤:    3代表取締役　積　則之 組織変更 現存
     ８ (薬       3) 平24.10.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  475068,159.3 有限会社　正井薬局 〒240-0044 045-336-4556有限会社　正井薬局　伏木　有貴子 平12.12. 1 薬局
     保薬159 横浜市保土ケ谷区仏向町２５６－常　勤:    1代表取締役　正井　智 新規 現存
     ４ (薬       1)子 平24.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  476068,160.1 薬局ウラシマ 〒240-0062 045-335-7224有限会社　薬局ウラシ浦島　幸二 平13. 4. 1 薬局
     保薬160 横浜市保土ケ谷区岡沢町６２－４常　勤:    3マ　代表取締役　浦島 新規 現存
     (薬       3)　幸二 平25. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  477068,161.9 ヤザワ薬局 〒240-0044 045-331-3477有限会社　ヤザワ　代矢澤　洋一 平13. 7.15 薬局
     保薬161 横浜市保土ケ谷区仏向町１２０ 常　勤:    1表取締役　矢澤　洋一 新規 現存
     (薬       1) 平25. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  478068,164.3 みねさわ薬局 〒240-0061 045-342-0178有限会社　みねさわ薬寺門　秀子 平14. 4. 1 薬局
     保薬164 横浜市保土ケ谷区峰沢町１０５－常　勤:    1局　代表取締役　伊藤 新規 現存
     ７２ (薬       1)　文明 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  479068,165.0 京町薬局新桜ヶ丘店 〒240-0036 045-353-0071有限会社　京町薬局　島村　明佳 平14. 5. 1 薬局
     保薬165 横浜市保土ケ谷区新桜ケ丘２－２常　勤:    2代表取締役　大森　文 新規 現存
     ４－１２ (薬       2)代 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  480068,166.8 保土ケ谷メロン薬局 〒240-0023 045-730-2770株式会社　レンティッ河合　弘子 平14. 6. 1 薬局
     保薬166 横浜市保土ケ谷区岩井町２１１－常　勤:    4ク中部　代表取締役　 新規 現存
     １０ (薬       4)半場　裕康 平26. 6. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  481068,167.6 内田薬局　和田町駅前〒240-0065 045-340-3405株式会社　内田薬局　内田　康仁 平20. 2.12 薬局
     保薬167 店 横浜市保土ケ谷区和田１－１３－常　勤:    1代表取締役　内田　康 移動 現存
     １８ (薬       1)夫 平26. 2.12
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  482068,170.0 グリーンピュア薬局 〒240-0023 045-722-8755有限会社オフィスグリ加藤　廣子 平14.12. 1 薬局
     保薬170 横浜市保土ケ谷区岩井町２２２ 常　勤:    1ーンピュア　取締役　 新規 現存
     (薬       1)十川　純子 平20.12. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  483068,172.6 ハナワ薬局 〒240-0053 045-381-3374塙　節子 塙　節子 平15.10. 1 薬局
     保薬172 横浜市保土ケ谷区新井町３６９－常　勤:    1 交代 現存
     １４ (薬       1) 平21.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  484068,173.4 日本メディケア保土ヶ〒240-0066 045-348-2165日本メディケア　株式菊池　悠 平15.12.15 薬局
     保薬173 谷薬局 横浜市保土ケ谷区釜台町４１－７常　勤:    1会社　代表取締役　田 新規 現存
     (薬       1)仲　義弘 平21.12.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  485068,174.2 コトブキ調剤薬局　横〒240-0025 045-730-3844株式会社　阪神調剤薬松波　徹 平16. 3. 1 薬局
     保薬174 浜店 横浜市保土ケ谷区狩場町２０９ 常　勤:    4局　代表取締役　岩崎 新規 現存
     (薬       4)　壽毅 平22. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  486068,175.9 天王町メロン薬局 〒240-0003 045-340-1919株式会社　レンティッ杉田　明代 平17. 8. 1 薬局
     保薬175 横浜市保土ケ谷区天王町１－１８常　勤:    2ク中部　代表取締役　 新規 現存
     －９東栄ビル１Ｆ (薬       2)半場　裕康 平23. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  487068,177.5 ひよこ薬局 〒240-0052 045-383-7090株式会社　ケイアイエ別所　広隆 平17. 8. 1 薬局
     保薬177 横浜市保土ケ谷区西谷町９２４－常　勤:    1ム　代表取締役　伊石 新規 現存
     １ (薬       1)　清人 平23. 8. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  488068,178.3 石井薬局 〒240-0062 045-331-2042有限会社　石井薬局　石井　園枝 平17. 9.15 薬局
     保薬178 横浜市保土ケ谷区岡沢町２－９ 常　勤:    1代表取締役　石井　貞 新規 現存
     (薬       1)義 平23. 9.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  489068,179.1 みどり薬局星川店 〒240-0006 045-342-0458有限会社タカ・コーポ渡邉　忠行 平24.12.14 薬局
     保薬179 横浜市保土ケ谷区星川１－７－２常　勤:    3レーション　代表取締 移動 現存
     ７ (薬       3)役　髙橋　義利 平24.12.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  490068,180.9 うさぎ薬局 〒240-0043 045-332-7130株式会社　ケイアイエ松井　利美 平18. 4.15 薬局
     保薬180 横浜市保土ケ谷区坂本町６８－１常　勤:    1ム　代表取締役　伊石 新規 現存
     ９ハイツシャム１Ｆ (薬       1)　清人 平24. 4.15
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  491068,181.7 あおば薬局 〒240-0026 045-742-5161有限会社　エスアンド齋藤　貢市 平18. 7. 1 薬局
     保薬181 横浜市保土ケ谷区権太坂２－２５常　勤:    1ティー　代表取締役　 新規 現存
     －２ボンマルシェビル (薬       1)齋藤　貢市 平24. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  492068,182.5 薬樹薬局　狩場 〒240-0025 045-730-5377薬樹株式会社　代表取千装　裕史 平19. 4. 1 薬局
     保薬182 横浜市保土ケ谷区狩場町２１８－常　勤:    1締役　小森　雄太 新規 現存
     ８ (薬       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  493068,184.1 田辺薬局　横浜星川店〒240-0006 045-340-1887田辺薬局　株式会社　生越　光 平19. 8. 1 薬局
     保薬184 横浜市保土ケ谷区星川１－１－２常　勤:    6代表取締役　佐藤　淳 新規 現存
     (薬       6)一 平25. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  494068,186.6 そうごう薬局　権太坂〒240-0026 045-714-1961総合メディカル　株式廣隅　公治 平19. 9. 1 薬局
     保薬186 スクエア店 横浜市保土ケ谷区権太坂３－１－常　勤:    3会社　代表取締役　田 新規 現存
     ３　権太坂スクエア (薬       3)代　五男 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  495068,187.4 いちご薬局　天王町店〒240-0002 045-340-3134株式会社　イジマ　代竹内　淳 平20. 5.15 薬局
     保薬187 横浜市保土ケ谷区宮田町１－５－常　勤:    1表取締役　伊島　政克 新規 現存
     １０ (薬       1) 平26. 5.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  496068,188.2 つくし薬局 〒240-0052 045-309-6020石橋　創 石橋　創 平23. 5. 1 薬局
     保薬188 横浜市保土ケ谷区西谷町７６２ 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  497068,189.0 朝日薬局 〒240-0023 045-743-9140服部　万里子 服部　万里子 平20.12. 1 薬局
     保薬189 横浜市保土ケ谷区岩井町１２２－常　勤:    1 交代 現存
     １４ (薬       1) 平20.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  498068,191.6 アイル薬局 〒240-0052 045-383-8210有限会社　アイコーポ日塔　尚未 平21. 3. 1 薬局
     保薬191 横浜市保土ケ谷区西谷町８８９パ常　勤:    1レーション　代表取締 新規 現存
     ンテオン西谷１Ｆ (薬       1)役　日塔　尚未 平21. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  499068,192.4 上菅田薬局 〒240-0051 045-383-2828有限会社　石井薬局　神山　剛 平21. 5. 1 薬局
     保薬192 横浜市保土ケ谷区上菅田町９５１常　勤:    1代表取締役　石井　貞 交代 現存
     －４１ (薬       1)義 平21. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  500068,196.5 あおぞら薬局 〒240-0003 045-453-8105株式会社　Ｂｅａｎ　河﨑　さやか 平22. 1. 1 薬局
     保薬196 横浜市保土ケ谷区天王町１－１９常　勤:    1代表取締役　齊藤　綾 新規 現存
     －３ (薬       1)子 平22. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  501068,197.3 みらい薬局　和田町店〒240-0065 045-442-3781株式会社みらい　代表竹田　裕一 平22. 4. 1 薬局
     保薬197 横浜市保土ケ谷区和田１－１１－常　勤:    2取締役　伊島　政克 新規 現存
     １７コートリーハウス横浜和田町(薬       2) 平22. 4. 1
     １Ｆ 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

［平成26年11月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成26年11月 4日作成    67 頁

  502068,199.9 加藤薬局　上星川店 〒240-0042 045-442-6527株式会社　加藤　代表小山　直樹 平23. 3. 1 薬局
     保薬199 横浜市保土ケ谷区上星川１－１－常　勤:    4取締役　加藤　耕次 新規 現存
     １７　上星川ダイカンプラザ１０(薬       4) 平23. 3. 1
     ３ 非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  503068,200.5 イオン薬局　天王町店〒240-0001 045-340-2553イオンリテール株式会中村　治一 平23. 3. 1 薬局
     保薬200 横浜市保土ケ谷区川辺町３　イオ常　勤:    2社　代表取締役　梅本 交代 現存
     ン天王町店１Ｆ (薬       2)　和典 平23. 3. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  504068,202.1 ゆう薬局 〒240-0023 045-341-0061山口　秀樹 山口　秀樹 平23. 5. 1 薬局
     保薬202 横浜市保土ケ谷区岩井町１２３－常　勤:    2 新規 現存
     ２　保土ヶ谷駅前ハイツ第２号棟(薬       2) 平23. 5. 1
     第１０２号室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  505068,203.9 加藤薬局　保土ケ谷店〒240-0013 045-337-2776株式会社　加藤　代表後藤　廣子 平24. 2. 1 薬局
     保薬203 横浜市保土ケ谷区帷子町１－３１常　勤:    3取締役　加藤　耕次 新規 現存
     ヴェラハイツ保土ヶ谷１Ｆ (薬       3) 平24. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  506068,204.7 ハックドラッグ洪福寺〒240-0002 045-333-8089株式会社ＣＦＳコーポ柏木　保彦 平26.10.14 薬局
     保薬204 松原薬局 横浜市保土ケ谷区宮田町１－３－常　勤:    3レーション　代表取締 移動 現存
     ５ (薬       3)役　宮下　雄二 平26.10.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  507068,206.2 すばる中央薬局星川店〒240-0006 045-333-1880株式会社エルマノ　代熊谷　崇裕 平24.10. 1 薬局
     保薬206 横浜市保土ケ谷区星川２－３－２常　勤:    2表取締役　野間　智彦 新規 現存
     ２みゆきコーポ１０１ (薬       2) 平24.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  508068,207.0 かもめ薬局　横浜調剤〒240-0003 045-459-5020トライアドジャパン株小島　達朗 平25. 2. 1 薬局
     保薬207 センター 横浜市保土ケ谷区天王町２－４２常　勤:    3式会社　代表取締役　 新規 現存
     －１３天王町ビーンズマンション(薬       3)竹内　尚子 平25. 2. 1
     １Ｆ 非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  509068,208.8 うさぎ薬局　西谷店 〒240-0052 045-461-9918株式会社メディカルデ淺間　佑輝 平25. 5. 1 薬局
     保薬208 横浜市保土ヶ谷区西谷町１０５５常　勤:    2ザイン　代表取締役　 新規 現存
     －１吉田ビル２Ｆ (薬       2)中村　隆 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  510068,209.6 ローズ調剤薬局 〒240-0066 045-459-5379髙山　弘子 髙山　弘子 平25. 5. 1 薬局
     保薬209 横浜市保土ケ谷区釜台町４７－１常　勤:    1 新規 現存
     ５ラ・メゾンアイ１０３ (薬       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  511068,210.4 いわい保土ケ谷店薬局〒240-0013 045-333-0853株式会社ココカラファ栗山　稔浩 平25. 4. 1 薬局
     保薬210 横浜市保土ケ谷区帷子町１－１７常　勤:    1インヘルスケア　代表 交代 現存
     －３　山本ビル１Ｆ (薬       1)取締役　石橋　一郎 平25. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  512068,211.2 シオン薬局保土ケ谷店〒240-0053 045-459-6435有限会社シオン　代表今岡　千絵 平25. 8. 1 薬局
     保薬211 横浜市保土ケ谷区新井町４６７－常　勤:    3取締役　安吉　裕 新規 現存
     ８ (薬       3) 平25. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  513070,002.1 有限会社山崎磯子薬局〒235-0016 045-761-0072有限会社山崎磯子薬局山崎　伊知郎 昭32.10. 1 薬局
     磯薬2 横浜市磯子区磯子２－２２－４ 常　勤:    1　取締役　山崎　伊知 現存
     (薬       1)郎 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  514070,018.7 有限会社　だるま薬局〒235-0023 045-751-5727（有）だるま薬局　代笹川　博行 昭47. 3.29 薬局
     磯薬18 横浜市磯子区森１－１６－１７ 常　勤:    1表取締役　笹川　博行 現存
     (薬       1) 平23. 3.29
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  515070,019.5 古橋薬局 〒235-0011 045-751-0470有限会社　古橋薬局　古橋　幸江 昭34. 6. 1 薬局
     磯薬19 横浜市磯子区丸山２－１７－１４常　勤:    1代表取締役　古橋　幸 現存
     (薬       1)江 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  516070,022.9 清水だるま薬局 〒235-0033 045-771-0953清水　由子 清水　由子 昭35. 5. 1 薬局
     磯薬22 横浜市磯子区杉田町３－１０－７常　勤:    1 休止
     (薬       1) 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  517070,029.4 駅前薬局 〒235-0023 045-761-5438（株）駅前薬局　代表森　節子 昭43.11. 1 薬局
     磯薬29 横浜市磯子区森３－１８－８ 常　勤:    2取締役　森　節子 現存
     (薬       2) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  518070,035.1 武田薬局 〒235-0045 045-831-5628武田　譲治 武田　譲治 昭45.11. 1 薬局
     磯薬35 横浜市磯子区洋光台１－１４－１常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平24.11. 1
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  519070,038.5 有限会社　岩崎薬局 〒235-0033 045-771-3280有限会社岩崎薬局　代岩崎　勉 昭45.12. 1 薬局
     磯薬38 横浜市磯子区杉田４－６－１８ 常　勤:    1表取締役　岩崎　勉 現存
     (薬       1) 平21.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  520070,053.4 ヒロ薬局 〒235-0043 045-774-3646岡本　和子 岡本　和子 昭50. 9.15 薬局
     磯薬53 横浜市磯子区氷取沢町３６１ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平23. 9.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  521070,054.2 株式会社横山薬局 〒235-0016 045-761-5687株式会社横山薬局　代永松　翼 平22. 7.20 薬局
     磯薬54 横浜市磯子区磯子３－６－２３－常　勤:    3表取締役　横山　竜也 移動 現存
     ２ (薬       3) 平22. 7.20
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  522070,055.9 笹堀薬局 〒235-0021 045-754-0893有限会社宮崎商事　代宮崎　照恵 昭52.12.15 薬局
     磯薬55 横浜市磯子区岡村８－３－５ 常　勤:    1表取締役　宮崎　照惠 現存
     (薬       1) 平22.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  523070,062.5 株式会社　サイトウ薬〒235-0021 045-761-7420株式会社　サイトウ薬姜（斉藤）　秀賢 平20. 7. 1 薬局
     磯薬62 局 横浜市磯子区岡村６－５－４１ 常　勤:    2局　代表取締役　姜（ 移動 現存
     (薬       2)斉藤）　英喬 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  524070,064.1 アオト薬局 〒235-0012 045-755-2055川田　政治 高松　正映 昭56. 9. 1 薬局
     磯薬64 横浜市磯子区滝頭２－２１－１４常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平23. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  525070,066.6 薬局ベル 〒235-0005 045-755-0101有限会社　薬局ベル　古矢　祐子 平14.12. 1 薬局
     磯薬66 横浜市磯子区東町１５－３２ 常　勤:    5代表取締役　古矢　祐 移動 現存
     (薬       5)子 平20.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  526070,067.4 有限会社さかえ薬局 〒235-0041 045-772-0041有限会社　さかえ薬局岡本　義雄 昭58. 4. 1 薬局
     磯薬67 横浜市磯子区栗木２－１－７ 常　勤:    1　代表取締役　岡本　 現存
     (薬       1)義雄 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  527070,075.7 笹川調剤薬局 〒235-0023 045-751-7379有限会社だるま薬局　笹川　慶介 平 9. 9. 1 薬局
     磯薬75 横浜市磯子区森３－１７－３３フ常　勤:    2代表取締役　笹川　博 移動 現存
     ァミール屏風ケ浦２Ｆ (薬       2)行 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  528070,078.1 フジイ調剤薬局 〒235-0023 045-753-2620有限会社フジイ薬局　伊藤　すみ江 平元. 3.15 薬局
     磯薬78 横浜市磯子区森３－１７－１１ 常　勤:    1代表取締役　藤井　洋 現存
     (薬       1)美 平22. 3.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  529070,082.3 ことぶき薬局 〒235-0045 045-832-8993株式会社　東洋ユニテ信野　千映子 平 2. 4. 1 薬局
     磯薬82 横浜市磯子区洋光台１－６－３０常　勤:    3ィ　代表取締役　田村 現存
     (薬       3)　榮壽 平23. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  530070,084.9 ヤスタケ薬局 〒235-0033 045-772-1771安武　恵美子 安武　恵美子 平 2.11.15 薬局
     磯薬84 横浜市磯子区杉田７－４－１０ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平23.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  531070,086.4 薬草堂エグチ薬局 〒235-0042 045-774-8783（有）エグチ　代表取江口　章子 平 3. 3. 7 薬局
     磯薬86 横浜市磯子区上中里７５０－１ 常　勤:    1締役　江口　章子 現存
     (薬       1) 平24. 3. 7
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  532070,087.2 （資）大久保薬局 〒235-0011 045-753-4129（資）大久保薬局　無貝瀬　昭子 平 3. 4. 1 薬局
     磯薬87 横浜市磯子区丸山２－２－１１ 常　勤:    1限責任社員　大久保　 現存
     (薬       1)昭吾 平24. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  533070,089.8 ゆたか調剤薬局 〒235-0045 045-834-3104（有）ゆたか調剤薬局小倉　和子 平 3. 8. 1 薬局
     磯薬89 横浜市磯子区洋光台３－１２－１常　勤:    2　小倉　和子 現存
     ０ (薬       2) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  534070,091.4 ミヤザキ薬局 〒235-0005 045-761-2257宮崎　美子 宮崎　美子 平 3.10.15 薬局
     磯薬91 横浜市磯子区東町１０－１０ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平24.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  535070,093.0 磯子調剤薬局 〒235-0023 045-754-2428有限会社日星商事　代丸山　香 平 4. 4. 1 薬局
     磯薬93 横浜市磯子区森１－１０－２０ラ常　勤:    2表取締役　星　裕之 現存
     イオンズステーションプラザ１０(薬       2) 平22. 4. 1
     ３ 非常勤:    5
     (薬       5)
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  536070,094.8 フジ薬局 〒235-0043 045-775-1819藤田　洋子 藤田　洋子 平 4. 6. 1 薬局
     磯薬94 横浜市磯子区氷取沢町１００３－常　勤:    1 現存
     １ (薬       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  537070,096.3 わたなべ薬局 〒235-0033 045-771-7777合資会社　渡辺薬局　渡辺　順子 平 5. 5. 1 薬局
     磯薬96 横浜市磯子区杉田１－１７－１ 常　勤:    5代表社員　渡辺　トリ 新規 現存
     (薬       5) 平23. 5. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  538070,098.9 ハックドラッグ杉田薬〒235-0033 045-774-4572株式会社　ＣＦＳコー山田　隆博 平 7. 5.15 薬局
     磯薬98 局 横浜市磯子区杉田１－１５－２６常　勤:    4ポレーション　代表取 新規 現存
     (薬       4)締役　宮下　雄二 平22. 5.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  539074,000.1 いそご薬局 〒235-0023 045-370-8612株式会社　関東調剤薬小川　和美 平25.12. 1 薬局
     磯薬4000 横浜市磯子区森１－１６－１７　常　勤:    2局　代表取締役　宮崎 新規 現存
     １Ｆ (薬       2)　明 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  540074,001.9 アクト調剤薬局 〒235-0023 045-352-7936株式会社アクト　代表高橋　恭子 平26. 4. 1 薬局
     磯薬4001 横浜市磯子区森３－４－４０ 常　勤:    1取締役　佐藤　彰 新規 現存
     (薬       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  541074,002.7 ひまわり薬局 〒235-0016 045-349-5736株式会社エムシーディ梶　敦行 平26. 5. 2 薬局
     磯薬4002 横浜市磯子区磯子３－１３－Ｋ－常　勤:    2ー　代表取締役　小林 新規 現存
     １Ｆ (薬       2)　貫太郎 平26. 5. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  542074,003.5 ハックドラッグ横浜磯〒235-0016 045-750-0788株式会社ＣＦＳコーポ阿相　宏和 平26. 5. 1 薬局
     磯薬4003 子薬局 横浜市磯子区磯子３－１３－Ｋ－常　勤:    2レーション　代表取締 新規 現存
     １Ｆ (薬       2)役　宮下　雄二 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  543074,004.3 クリエイト薬局磯子丸〒235-0011 045-750-2757株式会社クリエイトエ岡田　翔太 平26. 6. 1 薬局
     磯薬4004 山店 横浜市磯子区丸山２－４－１５ 常　勤:    1ス・ディー　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　廣瀨　泰三 平26. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  544074,005.0 オレンジ薬局 〒235-0045 045-833-3125株式会社ＪＥＣ　代表塚部　智恵子 平26. 6. 1 薬局
     磯薬4005 横浜市磯子区洋光台６－２０－４常　勤:    1取締役　中島　憲次 交代 現存
     (薬       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  545074,006.8 ハックドラッグ洋光台〒235-0045 045-830-5589株式会社ＣＦＳコーポ南波　義幸 平26. 8. 1 薬局
     磯薬4006 調剤薬局Ⅱ 横浜市磯子区洋光台３－１－１シ常　勤:    1レーション　代表取締 新規 現存
     ョップ２７　２Ｆ (薬       1)役　宮下　雄二 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  546074,007.6 コスモ薬局　根岸橋店〒235-0011 045-349-3186株式会社イジマ　代表瀬戸崎　操 平26.11. 1 薬局
     磯薬4007 横浜市磯子区丸山２－４－１パル常　勤:    1取締役　伊島　政克 新規 現存
     コン根岸橋１Ｆ (薬       1) 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  547078,100.5 モリ薬局 〒235-0035 045-774-9262株式会社志紀薬品　代門馬　康 平16. 2. 1 薬局
     磯薬100 横浜市磯子区田中１－１１－１８常　勤:    1表取締役　矢野　圭子 移動 現存
     (薬       1) 平22. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  548078,101.3 ＡＢ薬局 〒235-0007 045-754-0020有限会社　根岸薬局　藤井　洋美 平14.11. 1 薬局
     磯薬101 横浜市磯子区西町１５－７－６ 常　勤:    1代表取締役　藤井　綾 移動 現存
     (薬       1)子 平26.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  549078,103.9 ハックドラッグ磯子駅〒235-0023 045-759-4085株式会社　ＣＦＳコー張　翠瑛 平 9. 7.15 薬局
     磯薬103 前薬局 横浜市磯子区森１－７－６ 常　勤:    4ポレーション　代表取 新規 現存
     (薬       4)締役　宮下　雄二 平24. 7.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  550078,106.2 森が丘薬局 〒235-0024 045-846-0806有限会社　メディカル金　泰烈 平10. 6. 1 薬局
     磯薬106 横浜市磯子区森が丘１－１３－１常　勤:    2ファーマシー　代表取 新規 現存
     ６－１０１ (薬       2)締役　前川　修 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  551078,107.0 ふたば薬局 〒235-0045 045-833-0046有限会社　さかえ薬局岡本　拓也 平10. 6. 1 薬局
     磯薬107 横浜市磯子区洋光台３－１３－２常　勤:    1　取締役　岡本　義雄 新規 現存
     －１０１ (薬       1) 平22. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  552078,108.8 神仙堂薬局 〒235-0033 045-774-7558小池　 夫 小池　 夫 平10. 7.15 薬局
     磯薬108 横浜市磯子区杉田２－１－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平22. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  553078,111.2 はまかぜ薬局 〒235-0023 045-753-7202株式会社　大和桜ヶ丘田中　友紀 平11.11. 1 薬局
     磯薬111 横浜市磯子区森３－１８－４屏風常　勤:    2薬局　代表取締役　中 新規 現存
     ヶ浦駅前ビル１Ｆ (薬       2)山　邦 平23.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  554078,114.6 サカイヤ薬局洋光台駅〒235-0045 045-835-2171株式会社　サカイヤ　須田　剛 平12. 4.15 薬局
     磯薬114 前店 横浜市磯子区洋光台５－１－９ 常　勤:    3代表取締役　渡辺　邦 新規 現存
     (薬       3)夫 平24. 4.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  555078,116.1 すみれ堂薬局 〒235-0007 045-752-0058有限会社　クワーズ　桑原　行男 平12. 5. 1 薬局
     磯薬116 横浜市磯子区西町７－９ 常　勤:    3取締役　桑原　行男 組織変更 現存
     (薬       3) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  556078,117.9 汐見台薬局 〒235-0022 045-761-2217株式会社　スター・シ山下　満里 平12.10.15 薬局
     磯薬117 横浜市磯子区汐見台１－６ 常　勤:    4ステム　代表取締役　 新規 現存
     (薬       4)脇　一博 平24.10.15
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  557078,119.5 ハックドラッグ洋光台〒235-0045 045-830-3197株式会社　ＣＦＳコー 永　林太郎 平12.12.15 薬局
     磯薬119 駅前薬局 横浜市磯子区洋光台３－１－１ 常　勤:    4ポレーション　代表取 新規 現存
     (薬       4)締役　宮下　雄二 平24.12.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  558078,120.3 さとう薬局 〒235-0012 045-750-7560佐藤　康信 佐藤　康信 平13. 4.15 薬局
     磯薬120 横浜市磯子区滝頭２－２３－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平25. 4.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  559078,122.9 ハックドラッグ根岸駅〒235-0005 045-762-1891株式会社　ＣＦＳコー懈良　麻里江 平13. 9.15 薬局
     磯薬122 前薬局 横浜市磯子区東町１７－３０ 常　勤:    4ポレーション　代表取 新規 現存
     (薬       4)締役　宮下　雄二 平25. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  560078,123.7 薬局トモズ　新杉田店〒235-0032 045-771-1123株式会社トモズ　代表川口　智江 平26. 7.22 薬局
     磯薬123 横浜市磯子区新杉田町６アルカー常　勤:    5取締役　師岡　伸生 移動 現存
     ド新杉田２Ｆ (薬       5) 平26. 7.22
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  561078,127.8 洋光台薬局 〒235-0045 045-832-5514有限会社グリーン薬品小川　智福 平16. 2. 1 薬局
     磯薬127 横浜市磯子区洋光台３－１５－１常　勤:    2　代表取締役　近藤　 交代 現存
     ４ (薬       2)法道 平22. 2. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  562078,128.6 コスモ薬局　丸山店 〒235-0011 045-750-4451株式会社　イジマ　代杉山　くにえ 平16. 4. 1 薬局
     磯薬128 横浜市磯子区丸山２－３－１３ 常　勤:    1表取締役　伊島　政克 新規 現存
     (薬       1) 平22. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  563078,129.4 オオミ薬局磯子店 〒235-0016 045-750-0740有限会社近江　代表取北岡　武士 平25. 3. 1 薬局
     磯薬129 横浜市磯子区磯子３－３－２１江常　勤:    3締役　木村　文彦 移動 現存
     戸徳ビル本館１Ｆ (薬       3) 平25. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  564078,130.2 ハックドラッグらびす〒235-0033 045-778-6791株式会社ＣＦＳコーポ大澤　学 平16. 9.15 薬局
     磯薬130 た新杉田薬局 横浜市磯子区杉田１－１－１　１常　勤:    5レーション　代表取締 新規 現存
     Ｆ (薬       5)役　宮下　雄二 平22. 9.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  565078,131.0 有限会社上永谷薬局磯〒235-0016 045-750-8520有限会社上永谷薬局　川村　幸久 平17. 1. 1 薬局
     磯薬131 子店 横浜市磯子区磯子３－１２－１２常　勤:    1代表取締役　川村　雅 新規 現存
     磯子プリンスハイツ１Ｆ (薬       1)啓 平23. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  566078,132.8 ふれあい調剤薬局　磯〒235-0034 045-778-3177横浜メディカル株式会片倉　洋子 平17. 1. 1 薬局
     磯薬132 子店 横浜市磯子区杉田坪呑磯子杉田台常　勤:    1社　代表取締役　熊谷 交代 現存
     団地２－３－１０３ (薬       1)　典昭 平23. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  567078,133.6 シナモン薬局 〒235-0021 045-752-5091垣野内　桂 垣野内　桂 平17. 3. 1 薬局
     磯薬133 横浜市磯子区岡村７－２４－２１常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平23. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  568078,138.5 薬樹薬局　磯子 〒235-0011 045-762-1446薬樹株式会社　代表取中川　侑紀 平18.12. 1 薬局
     磯薬138 横浜市磯子区丸山１－２６－１３常　勤:    2締役　小森　雄太 新規 現存
     　１Ｆ (薬       2) 平24.12. 1
     非常勤:   27
     (薬      27)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  569078,139.3 つばめ薬局　洋光台店〒235-0045 045-225-8788株式会社　メディカル黒須　純 平19. 4. 1 薬局
     磯薬139 横浜市磯子区洋光台１－２－２０常　勤:    2ステーション　代表取 新規 現存
     ベルノール洋光台１０Ｂ (薬       2)締役　黒須　純 平25. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  570078,141.9 磯子センター薬局 〒235-0045 045-833-9318株式会社　宮前調剤薬伊藤　啓 平21. 4. 1 薬局
     磯薬141 横浜市磯子区洋光台１－１５－７常　勤:    1局　代表取締役　伊藤 新規 現存
     (薬       1)　啓 平21. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  571078,144.3 シンワ薬局　磯子店 〒235-0011 045-753-7065伸和株式会社　代表取倉田　志乃 平21. 9. 1 薬局
     磯薬144 横浜市磯子区丸山１－５－７ヴィ常　勤:    1締役　米山　督則 新規 現存
     ラ・デル・ソーレ圓山１Ｆ－１０(薬       1) 平21. 9. 1
     １ 非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  572078,145.0 オオミ薬局　中央店 〒235-0016 045-750-1745有限会社　近江　代表野口　万里 平24. 3. 5 薬局
     磯薬145 横浜市磯子区磯子２－２０－５０常　勤:    4取締役　木村　文彦 移動 現存
     ドルフ安藤橋Ⅳ (薬       4) 平24. 3. 5
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  573078,146.8 まごころ薬局　洋光台〒235-0045 045-833-7490有限会社ハートメディ石村　真一 平22. 5. 1 薬局
     磯薬146 店 横浜市磯子区洋光台３－９－３４常　勤:    1カル　代表取締役　宇 新規 現存
     (薬       1)多　洋一 平22. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  574078,147.6 なの花薬局　杉田店 〒235-0033 045-778-1081株式会社サンメディッ中田　紘史 平25. 8.12 薬局
     磯薬147 横浜市磯子区杉田１－２０－１９常　勤:    5ク　代表取締役　遠山 移動 現存
     (薬       5)　功 平25. 8.12
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  575078,148.4 花房薬局　磯子店 〒235-0023 045-370-7766福島　勇二 三田村　雅美 平23. 3. 1 薬局
     磯薬148 横浜市磯子区森１－８－２１ 常　勤:    3 新規 現存
     (薬       3) 平23. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  576078,149.2 薬局ナチュラル・メデ〒235-0023 045-753-3951日本メディカルシステ平光　佑基 平23. 4. 1 薬局
     磯薬149 ィクス 横浜市磯子区森１－７－１０　ト常　勤:    3ム株式会社　代表取締 新規 現存
     ワイシア横浜磯子３０８ (薬       3)役　髙木　友直 平23. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  577078,150.0 ひとみ薬局　新杉田店〒235-0032 045-370-7207有限会社　サルートメ上妻　和人 平23. 4. 1 薬局
     磯薬150 横浜市磯子区新杉田町８－１　シ常　勤:    1ディカ　代表取締役　 新規 現存
     ーサイドライン新杉田駅コンコー(薬       1)古谷　嘉弘 平23. 4. 1
     ス３Ｆ 非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  578078,151.8 日本調剤　根岸薬局 〒235-0005 045-750-1325日本調剤株式会社　代梅山　克寿 平24. 1. 1 薬局
     磯薬151 横浜市磯子区東町１５－３２モン常　勤:    2表取締役　三津原　博 新規 現存
     ビル横浜根岸１０３ (薬       2) 平24. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  579078,152.6 かいと調剤薬局 〒235-0045 045-832-6555株式会社　スター・シ深澤　知世子 平24. 1. 1 薬局
     磯薬152 横浜市磯子区洋光台６－７－２３常　勤:    1ステム　代表取締役　 交代 現存
     塩沢ハイツ１０１ (薬       1)脇　一博 平24. 1. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  580078,153.4 たんぽぽ薬局　杉田店〒235-0033 045-770-5805株式会社　イジマ　代伊島　俊英 平24. 1. 1 薬局
     磯薬153 横浜市磯子区杉田５－７－７ライ常　勤:    4表取締役　伊島　政克 交代 現存
     フコート杉田２０４ (薬       4) 平24. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  581078,155.9 さくらんぼ薬局 〒235-0016 045-755-2826株式会社　葵調剤　代片山　修 平24. 2. 1 薬局
     磯薬155 横浜市磯子区磯子２－１４－１０常　勤:    1表取締役　太田　郁夫 交代 現存
     (薬       1) 平24. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  582078,156.7 つばさ薬局　洋光台店〒235-0045 045-374-4728株式会社メディカルケ阿部　眞一郎 平24. 9. 1 薬局
     磯薬156 横浜市磯子区洋光台３－１３ピー常　勤:    3ミスト　代表取締役　 新規 現存
     コックプラザ２Ｆ (薬       3)大橋　剛 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  583078,157.5 ハックドラッグ洋光台〒235-0045 045-836-1589株式会社ＣＦＳコーポ増井　有佳 平24.12. 1 薬局
     磯薬157 調剤薬局 横浜市磯子区洋光台３－１－１シ常　勤:    3レーション　代表取締 新規 現存
     ョップ２７　１Ｆ (薬       3)役　宮下　雄二 平24.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  584078,159.1 ときわ薬局 〒235-0045 045-833-2636株式会社スター・シス 島　洋子 平25. 4. 1 薬局
     磯薬159 横浜市磯子区洋光台２－８－１５常　勤:    2テム　代表取締役　脇 交代 現存
     (薬       2)　一博 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  585080,014.4 株式会社　横井薬局　〒236-0031 045-701-9267株式会社横井薬局　代横井　平 昭32.10. 1 薬局
     金薬14 本店 横浜市金沢区六浦２－６－４ 常　勤:    1表取締役　横井　平 現存
     (薬       1) 平23.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  586080,025.0 有限会社　金沢だるま〒236-0022 045-781-8316有限会社金沢だるま薬清水　美恵子 昭39. 7.15 薬局
     金薬25 薬局 横浜市金沢区町屋町１３－１４ 常　勤:    1局　代表取締役　清水 現存
     (薬       1)　代志 平24. 7.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  587080,029.2 サカイヤ薬局　ユニオ〒236-0021 045-701-9041株式会社　サカイヤ　寺崎　忠一 平20. 2.13 薬局
     金薬29 ン店 横浜市金沢区泥亀２－５－１－１常　勤:    4代表取締役　渡辺　邦 移動 現存
     ００ (薬       4)夫 平26. 2.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  588080,034.2 サカイヤ薬局　バザァ〒236-0042 045-788-0463株式会社サカイヤ　代永野　重雄 平26. 5. 7 薬局
     金薬34 ル文庫店 横浜市金沢区釜利谷東３－１－６常　勤:    1表取締役　渡辺　邦夫 移動 現存
     (薬       1) 平26. 5. 7
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  589080,036.7 はるみ薬局 〒236-0052 045-773-2922株式会社はるみ薬局　末松　陽子 昭49. 3. 1 薬局
     金薬36 横浜市金沢区富岡西７－５－１８常　勤:    1代表取締役　藪本　鐡 現存
     (薬       1)美 平22. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  590080,053.2 さわ薬局 〒236-0017 045-783-3557中澤　満寿美 中澤　満寿美 昭55. 6. 1 薬局
     金薬53 横浜市金沢区西柴１－１－１ 常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平22. 6.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  591080,057.3 慈善堂薬局 〒236-0028 045-781-1408加瀬　秀子 加瀬　秀子 昭56.10. 1 薬局
     金薬57 横浜市金沢区洲崎町８－３ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  592080,058.1 八景ファーマシー 〒236-0027 045-701-1250相澤　秀子 相澤　秀子 平26. 8. 1 薬局
     金薬58 横浜市金沢区瀬戸１７－６ 常　勤:    2 移動 現存
     (薬       2) 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  593080,059.9 金沢区三師会立調剤薬〒236-0015 045-782-8785一般社団法人　金沢区渡部　久美子 昭57. 7.15 薬局
     金薬59 局 横浜市金沢区金沢町４８ 常　勤:    1三師会　会長　小田　 現存
     (薬       1)兵馬 平24. 7.15
     非常勤:   43
     (薬      43)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  594080,072.2 有限会社　ゆたか薬局〒236-0021 045-784-7677有限会社　ゆたか薬局林田　則吉 平 7. 5. 1 薬局
     金薬72 金沢文庫店 横浜市金沢区泥亀１－１８－１４常　勤:    2　代表取締役　川上　 移動 現存
     (薬       2)知嗣 平22. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  595080,075.5 小田薬局ビアレ店 〒236-0005 045-787-5111（株）小田薬局　代表市塚　堅一郎 昭62. 8.15 薬局
     金薬75 横浜市金沢区並木２－１３－５ビ常　勤:    1取締役　小田　兵馬 現存
     アレ横浜１Ｆ (薬       1) 平23. 8.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  596080,076.3 有限会社　文庫だるま〒236-0021 045-781-9818有限会社文庫だるま薬雨宮　幸子 昭63. 3.15 薬局
     金薬76 薬局 横浜市金沢区泥亀１－１５－４ 常　勤:    2局　取締役　雨宮　清 現存
     (薬       2) 平24. 3.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  597080,081.3 漢方薬局大観 〒236-0026 045-784-8186有限会社大観　代表取斉藤　弘子 平 2. 1. 1 薬局
     金薬81 横浜市金沢区柳町３１－８ 常　勤:    1締役　斉藤　坦 現存
     (薬       1) 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  598080,084.7 清水薬局 〒236-0042 045-784-7176有限会社清水薬局　取尾田　美知 平 4. 4.15 薬局
     金薬84 横浜市金沢区釜利谷東２－２１－常　勤:    2締役　尾田　美知 現存
     ２２ (薬       2) 平22. 4.15
     非常勤:   20
     (薬      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  599080,088.8 （有）白十字薬局八景〒236-0032 045-786-1801（有）白十字薬局　代前田　久美子 平12. 5.27 薬局
     金薬88 店 横浜市金沢区六浦東１－２２－２常　勤:    1表取締役　臼井　タミ 移動 現存
     ９ (薬       1) 平24. 5.27
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  600080,089.6 サカイヤ薬局金沢八景〒236-0027 045-782-8415（株）サカイヤ　代表宇山　淳也 平 5. 5. 1 薬局
     金薬89 駅前店 横浜市金沢区瀬戸１５－１０ 常　勤:    1取締役　渡辺　邦夫 新規 現存
     (薬       1) 平23. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  601080,092.0 さなえ薬局　金沢文庫〒236-0042 045-785-1543株式会社　さなえ　代佐藤　洋子 平 5. 9. 1 薬局
     金薬92 店 横浜市金沢区釜利谷東２－１７－常　勤:    4表取締役　大野　富生 組織変更 現存
     ８ (薬       4) 平23. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  602080,094.6 むつうら薬局 〒236-0038 045-788-8855有限会社　ケイアンド宮田　崇博 平18.11. 2 薬局
     金薬94 横浜市金沢区六浦南２－８－１２常　勤:    4ケイメディカルサービ 移動 現存
     (薬       4)ス　代表取締役　越田 平24.11. 2
     非常勤:    4　良仁
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  603080,097.9 東朝比奈薬局 〒236-0033 045-789-0711株式会社　イジマ　代福田　稔 平 7. 6.15 薬局
     金薬97 横浜市金沢区東朝比奈２－２－３常　勤:    1表取締役　伊島　政克 新規 現存
     １ (薬       1) 平22. 6.15
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  604084,000.9 でんえん調剤薬局　能〒236-0057 045-773-7220株式会社ファーマみら百々　和香子 平25.11. 1 薬局
     金薬4000 見台店 横浜市金沢区能見台３－１６－１常　勤:    1い　代表取締役　佃　 交代 現存
     (薬       1)敏之 平25.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  605084,001.7 日本調剤　金沢文庫薬〒236-0021 045-780-5010日本調剤株式会社　代石渡　英子 平26. 3. 1 薬局
     金薬4001 局 横浜市金沢区泥亀２－１１－１峯常　勤:    3表取締役　三津原　博 新規 現存
     尾ビル１Ｆ (薬       3) 平26. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  606084,002.5 サカイヤ薬局　金沢泥〒236-0021 045-349-5025株式会社サカイヤ　代成嶋　貴治 平26. 5.16 薬局
     金薬4002 亀店 横浜市金沢区泥亀２－８－９ 常　勤:    1表取締役　渡辺　邦夫 新規 現存
     (薬       1) 平26. 5.16
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  607084,003.3 クレア調剤薬局 〒236-0052 045-352-7779有限会社　ブロス・カ勝田　瑞華 平26. 7. 1 薬局
     金薬4003 横浜市金沢区富岡西６－１８－２常　勤:    1ンパニー　代表取締役 新規 現存
     ３ (薬       1)　佐々木　淳 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  608084,004.1 クリエイト薬局金沢柴〒236-0012 045-780-3822株式会社クリエイトエ望月　康博 平26. 7. 1 薬局
     金薬4004 町店 横浜市金沢区柴町３０３－３ 常　勤:    3ス・ディー　代表取締 新規 現存
     (薬       3)役　廣瀨　泰三 平26. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  609084,005.8 薬局わかば　並木 〒236-0005 045-349-4497株式会社知美調剤　代清野　芳恵 平26. 9. 1 薬局
     金薬4005 横浜市金沢区並木１－１７　５－常　勤:    2表取締役　篠木　嘉幸 新規 現存
     ４ (薬       2) 平26. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  610087,001.4 合名会社　光栄堂薬局〒236-0027 045-701-9055合名会社光栄堂薬局　堀川　忠康 昭32.10. 1 薬局
     金薬1 横浜市金沢区瀬戸１６－３８ 常　勤:    4代表社員　堀川　忠康 現存
     (薬       4) 平23.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  611088,101.1 テンドラックス薬局 〒236-0042 045-788-8765有限会社　テンドラッ田島　光治 平 7.12. 1 薬局
     金薬101 横浜市金沢区釜利谷東２－１４－常　勤:    2クス　代表取締役　田 新規 現存
     ２１ (薬       2)島　光治 平22.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  612088,102.9 金沢薬局 〒236-0021 045-785-0127株式会社　イワナガ　吉田　綠 平 8. 5. 1 薬局
     金薬102 横浜市金沢区泥亀１－１８－１２常　勤:    1代表取締役　岩崎　岩 新規 現存
     坂本ビル１Ｆ (薬       1)雄 平23. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  613088,107.8 谷津坂薬局 〒236-0053 045-788-3359有限会社　ワイエスメ東畠　弘幸 平19.10. 1 薬局
     金薬107 横浜市金沢区能見台通６－１ 常　勤:    1ディカル　代表取締役 移動 現存
     (薬       1)　越田　良仁 平25.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  614088,108.6 アイリス薬局 〒236-0052 045-773-7719有限会社　アイリス薬宮崎　則子 平 9. 2. 1 薬局
     金薬108 横浜市金沢区富岡西６－１６－１常　勤:    2局　代表取締役　宮崎 新規 現存
     ８ (薬       2)　則子 平24. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  615088,109.4 かど薬局能見台店 〒236-0053 045-788-1266山本　紀子 太田　雅美 平 9. 2.15 薬局
     金薬109 横浜市金沢区能見台通２５－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  616088,112.8 有限会社　いづみ薬局〒236-0057 045-784-0006有限会社　いづみ薬局中田　竜平 平 9. 7. 1 薬局
     金薬112 横浜市金沢区能見台４－４－２２常　勤:    2　代表取締役　中田　 新規 現存
     (薬       2)修平 平24. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  617088,113.6 さなえ薬局すずらん店〒236-0016 045-788-6910株式会社　さなえ　代大野　富生 平11. 8.16 薬局
     金薬113 横浜市金沢区谷津町３３９ 常　勤:    4表取締役　大野　富生 移動 現存
     (薬       4) 平23. 8.16
     非常勤:    5
     (薬       5)
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  618088,116.9 エー・アイ薬局 〒236-0051 045-775-4177株式会社エー・アイ　菅山　留美 平23. 8.10 薬局
     金薬116 横浜市金沢区富岡東５－１８－１常　勤:    2代表取締役　 山　留 移動 現存
     ２ (薬       2)美 平23. 8.10
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  619088,117.7 田丸薬局 〒236-0023 045-790-1201有限会社　秋山薬局　有賀　真由 平10. 3. 1 薬局
     金薬117 横浜市金沢区平潟町１９－５ 常　勤:    1代表取締役　田丸　悟 新規 現存
     (薬       1) 平22. 3. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  620088,119.3 米川薬局 〒236-0023 045-790-1539有限会社　藤田薬局　原　弘子 平10. 3. 1 薬局
     金薬119 横浜市金沢区平潟町１９－３ 常　勤:    1代表取締役　今村　康 新規 現存
     (薬       1)隆 平22. 3. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  621088,120.1 有限会社金沢だるま薬〒236-0023 045-786-3102有限会社金沢だるま薬岡村　凰 平10. 3.15 薬局
     金薬120 局　ひらかた店 横浜市金沢区平潟町１１－１ライ常　勤:    1局　代表取締役　清水 新規 現存
     オンズマンション金沢八景第６－(薬       1)　代志 平22. 3.15
     １０２ 非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  622088,121.9 薬局サンライト 〒236-0051 045-775-0616有限会社サンライト　鎌田　竜大 平10. 5. 1 薬局
     金薬121 横浜市金沢区富岡東５－２１－５常　勤:    1代表取締役　鎌田　竜 新規 現存
     堀ビル１階 (薬       1)大 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  623088,124.3 おおはら薬局 〒236-0038 045-788-6953大原　裕子 大原　裕子 平10. 8.15 薬局
     金薬124 横浜市金沢区六浦南２－４２－２常　勤:    1 新規 現存
     １ (薬       1) 平22. 8.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  624088,125.0 サカイヤ薬局瀬ヶ崎店〒236-0031 045-783-2810株式会社　サカイヤ　菊地　康江 平10.12. 1 薬局
     金薬125 横浜市金沢区六浦東３－１－２１常　勤:    4代表取締役　渡辺　邦 新規 現存
     (薬       4)夫 平22.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  625088,126.8 有限会社上永谷薬局　〒229-0006 045-774-7810有限会社　上永谷薬局川村　貞子 平11. 3. 1 薬局
     金薬126 富岡店 横浜市金沢区富岡西１－６８－３常　勤:    1　代表取締役　川村　 新規 現存
     １ (薬       1)雅啓 平23. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  626088,130.0 セガサキ薬局 〒236-0037 045-782-2134青栁　己紀子 青栁　己紀子 平19. 7.22 薬局
     金薬130 横浜市金沢区六浦東２－４－７ 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平25. 7.22
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  627088,131.8 たなか薬局 〒236-0032 045-790-3288株式会社　新成堂　代茂木　弘之 平11. 9. 1 薬局
     金薬131 横浜市金沢区六浦東３－１－２５常　勤:    1表取締役　新関　一成 新規 現存
     (薬       1) 平23. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  628088,134.2 長浜調剤薬局 〒236-0051 045-781-7114日内地　広子 岩山　智子 平12. 2. 1 薬局
     金薬134 横浜市金沢区富岡東６－１４－７常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24. 2. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  629088,135.9 横井薬局六浦駅前店 〒236-0031 045-701-6120鈴木　幹枝 鈴木　幹枝 平12. 2. 1 薬局
     金薬135 横浜市金沢区六浦５－１－３ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (薬       1) 平24. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  630088,137.5 なぎさ薬局 〒236-0005 045-785-5728株式会社　イワナガ　池田　和夫 平12. 4. 1 薬局
     金薬137 横浜市金沢区並木２－３－３－１常　勤:    2代表取締役　岩崎　岩 新規 現存
     ０２ (薬       2)雄 平24. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  631088,143.3 ゆうきや薬局 〒236-0037 045-780-1705有限会社　エスト　取戒田　真樹子 平12.10. 1 薬局
     金薬143 横浜市金沢区六浦東１－２０－２常　勤:    1締役　米山　豊平 新規 現存
     ０ (薬       1) 平24.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  632088,144.1 こしば薬局 〒236-0012 045-790-9760株式会社　イワナガ　市川　有希 平12.11. 1 薬局
     金薬144 横浜市金沢区柴町３６７－１－４常　勤:    1代表取締役　岩崎岩雄 新規 現存
     －１０２ (薬       1) 平24.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  633088,145.8 カマリヤ薬局 〒236-0042 045-790-6871株式会社　大和桜ケ丘秋間　孝子 平20. 1.13 薬局
     金薬145 横浜市金沢区釜利谷東２－６－１常　勤:    9薬局　代表取締役　中 移動 現存
     ８　武田ビル１階 (薬       9)山　邦 平26. 1.13
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  634088,146.6 平安堂薬局並木店 〒236-0005 045-778-7320株式会社　平安堂　代橋本　雅仁 平13. 3.15 薬局
     金薬146 横浜市金沢区並木１－１７－６－常　勤:    4表取締役　清水　良夫 新規 現存
     ４ (薬       4) 平25. 3.15
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  635088,147.4 セブンス薬局　金沢八〒236-0027 045-787-3314株式会社　サードセブ李　 実 平13. 4.15 薬局
     金薬147 景店 横浜市金沢区瀬戸３－４５－１０常　勤:    4ン　代表取締役　星野 新規 現存
     １ (薬       4)　律子 平25. 4.15
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  636088,148.2 薬樹薬局　富岡 〒236-0051 045-778-7851薬樹株式会社　代表取三角　康樹 平13. 5.15 薬局
     金薬148 横浜市金沢区富岡東５－１８－１常　勤:    5締役　小森　雄太 新規 現存
     長谷川メディカルプラザ富岡１Ｆ(薬       5) 平25. 5.15
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  637088,152.4 くま薬局金沢文庫店 〒236-0016 045-791-3561有限会社　くま薬局　安良岡　京子 平14. 6. 1 薬局
     金薬152 横浜市金沢区谷津町３７８ 常　勤:    2取締役　隈　アヤ子 新規 現存
     (薬       2) 平26. 6. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  638088,153.2 谷津薬局 〒236-0016 045-782-0062株式会社　アン企画　安藤　盛松 平14. 8.15 薬局
     金薬153 横浜市金沢区谷津町３４３－１Ｆ常　勤:    5代表取締役　安藤　晋 新規 現存
     (薬       5)平 平26. 8.15
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  639088,154.0 ミネ薬局八景店 〒236-0031 045-786-5569ミネ医薬品株式会社　長島　智英 平14.12. 1 薬局
     金薬154 横浜市金沢区六浦東１－２２－１常　勤:    1代表取締役　鉢嶺　清 新規 現存
     ９ (薬       1) 平20.12. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  640088,155.7 アーク調剤薬局　金沢〒236-0037 045-701-4844有限会社ブロス・カン井岡　真純 平15. 2.15 薬局
     金薬155 南店 横浜市金沢区六浦東３－１－２７常　勤:    4パニー　代表取締役　 新規 現存
     －１Ｆ (薬       4)佐々木　淳 平21. 2.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  641088,160.7 ハックドラッグ金沢文〒236-0016 045-791-7095株式会社ＣＦＳコーポ五十嵐　寛子 平16. 4.15 薬局
     金薬160 庫西口薬局 横浜市金沢区谷津町４１９　１・常　勤:    4レーション　代表取締 新規 現存
     ２Ｆ (薬       4)役　宮下　雄二 平22. 4.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  642088,161.5 開気堂薬局 〒236-0016 045-790-5691東海林　正弘 東海林　正弘 平16. 6. 1 薬局
     金薬161 横浜市金沢区谷津町３６３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  643088,162.3 レイディアントシティ〒236-0043 045-791-7370株式会社　アン企画　門間　郁子 平16. 6.15 薬局
     金薬162 薬局 横浜市金沢区大川７－６－１２７常　勤:    3代表取締役　安藤　晋 新規 現存
     (薬       3)平 平22. 6.15
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  644088,163.1 みどり薬局 〒236-0053 045-788-0737有限会社クローバー　川原　究 平16.10. 1 薬局
     金薬163 横浜市金沢区能見台通８－１－１常　勤:    3代表取締役　四戸　道 新規 現存
     Ｆ (薬       3)義 平22.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  645088,164.9 しば薬局 〒236-0012 045-791-7844株式会社新成堂　代表小川　真美 平17. 2. 1 薬局
     金薬164 横浜市金沢区柴町２８４－７ 常　勤:    1取締役　新関　一成 新規 現存
     (薬       1) 平23. 2. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  646088,166.4 二星薬局 〒236-0004 045-781-2500株式会社　二星　代表奥山　理恵 平17. 8.15 薬局
     金薬166 横浜市金沢区福浦２－９－５ 常　勤:    5取締役　倉持　あおい 新規 現存
     (薬       5) 平23. 8.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  647088,168.0 アキ薬局 〒236-0017 045-781-7700有限会社　アイ　代表関口　章子 平18. 2. 1 薬局
     金薬168 横浜市金沢区西柴３－１７－１ 常　勤:    1取締役　関口　章子 組織変更 現存
     (薬       1) 平24. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  648088,170.6 有限会社　サンテ・ボ〒236-0038 045-782-3516有限会社　サンテ・ボ矢幅　邦尚 平18. 5.15 薬局
     金薬170 ヌールクスリの矢幅薬横浜市金沢区六浦南２－２－７ 常　勤:    1ヌールクスリの矢幅薬 新規 現存
     局 (薬       1)局　矢幅　邦尚 平24. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  649088,172.2 椿薬局 〒236-0052 045-774-0204株式会社　スター・シ横田　麻貴 平19. 1. 1 薬局
     金薬172 横浜市金沢区富岡西１－３４－２常　勤:    2ステム　代表取締役　 組織変更 現存
     －１０１ (薬       2)脇　一博 平25. 1. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  650088,174.8 ふれあい薬局 〒236-0053 045-782-6115株式会社　ファーコス青木　悠香 平19. 4. 1 薬局
     金薬174 横浜市金沢区能見台通１－６シマ常　勤:    2　代表取締役　島田　 組織変更 現存
     ヤ第２ビル１Ｆ (薬       2)光明 平25. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  651088,175.5 ひばり薬局　六浦店 〒236-0038 045-785-5005株式会社　パフモ　代山口　航 平19. 7. 1 薬局
     金薬175 横浜市金沢区六浦南２－８－５　常　勤:    3表取締役　綿貫　英和 新規 現存
     神田ビル１Ｆ (薬       3) 平25. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  652088,176.3 文庫西口薬局 〒236-0042 045-780-3225株式会社　医学研究社中山　尚子 平19.12. 1 薬局
     金薬176 横浜市金沢区釜利谷東３－１－３常　勤:    1　代表取締役　大崎　 組織変更 現存
     金沢文庫第２金井ビル１Ｆ (薬       1)泰 平25.12. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  653088,177.1 てらまえ薬局 〒236-0014 045-350-8978株式会社　イワナガ　栗原　真奈美 平20. 3.15 薬局
     金薬177 横浜市金沢区寺前１－９－３　竹常　勤:    2代表取締役　岩崎　岩 新規 現存
     内マンション１Ｆ (薬       2)雄 平26. 3.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
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  654088,178.9 みなも薬局 〒236-0031 045-701-3758中野　博之 中野　博之 平23. 7. 3 薬局
     金薬178 横浜市金沢区六浦１－１－６　ヴ常　勤:    1 移動 現存
     ランニュー金沢八景１０１ (薬       1) 平23. 7. 3
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  655088,180.5 株式会社　シフト　し〒236-0028 045-783-5058株式会社　シフト　代鴨田　雄一郎 平20. 7. 1 薬局
     金薬180 おかぜ薬局 横浜市金沢区洲崎町５－１１ 常　勤:    2表取締役　佐藤　周一 新規 現存
     (薬       2) 平26. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  656088,181.3 あおぞら薬局 〒236-0016 045-791-0361株式会社　イワナガ　七里　秀子 平20. 8. 1 薬局
     金薬181 横浜市金沢区谷津町３６４ 常　勤:    3代表取締役　岩崎　岩 組織変更 現存
     (薬       3)雄 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  657088,185.4 みらい薬局　文庫店 〒236-0042 045-352-7678株式会社　みらい　代水戸　真弓 平21. 9. 1 薬局
     金薬185 横浜市金沢区釜利谷東４－５０－常　勤:    1表取締役　伊島　政克 新規 現存
     ３ (薬       1) 平21. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  658088,186.2 能見台薬局 〒236-0053 045-784-8557株式会社　ファーコス小栁　良太 平21.12. 1 薬局
     金薬186 横浜市金沢区能見台通４－１３ 常　勤:    2　代表取締役　島田　 交代 現存
     (薬       2)光明 平21.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  659088,187.0 わかし薬局 〒236-0042 045-782-6615株式会社　スター・シ山下　由美子 平22. 2. 1 薬局
     金薬187 横浜市金沢区釜利谷東６－４０－常　勤:    1ステム　代表取締役　 新規 現存
     ３７釜利谷ハイツ１号 (薬       1)脇　一博 平22. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  660088,188.8 わかし薬局　富岡店 〒236-0052 045-353-5725株式会社スター・シス汐﨑　浩子 平22. 4. 1 薬局
     金薬188 横浜市金沢区富岡西４－７８－３常　勤:    2テム　代表取締役　脇 新規 現存
     １ (薬       2)　一博 平22. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  661088,189.6 さくら薬局　横浜六浦〒236-0037 045-790-8621クラフト株式会社　代中寺　加代 平22. 4. 1 薬局
     金薬189 店 横浜市金沢区六浦東１－２０－２常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     ３ (薬       2) 平22. 4. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  662088,191.2 ひとみ薬局　福浦店 〒236-0004 045-353-9171有限会社　サルートメ小島　千亜希 平22.11. 1 薬局
     金薬191 横浜市金沢区福浦３－２９　市大常　勤:    4ディカ　代表取締役　 新規 現存
     医学部駅コンコース (薬       4)古谷　嘉弘 平22.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  663088,192.0 ハックドラッグ能見台〒236-0053 045-790-1215株式会社ＣＦＳコーポ秋元　隆寛 平23. 1. 1 薬局
     金薬192 駅前薬局 横浜市金沢区能見台通５－１０ 常　勤:    3レーション　代表取締 新規 現存
     (薬       3)役　宮下　雄二 平23. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  664088,194.6 サン薬局 〒236-0053 045-783-0203株式会社　ケイ・ファ平澤　恵子 平23. 8. 1 薬局
     金薬194 横浜市金沢区能見台通１－２　白常　勤:    3ーマ　代表取締役　平 交代 現存
     樺ビル１Ｆ (薬       3)澤　恵子 平23. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  665088,195.3 すみれ薬局 〒236-0042 045-784-6055株式会社　スター・シ蒲谷　政江 平24. 1. 1 薬局
     金薬195 横浜市金沢区釜利谷東２－２０－常　勤:    2ステム　代表取締役　 交代 現存
     ２６ビューシティＡ１０１ (薬       2)脇　一博 平24. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  666088,196.1 くるみ薬局 〒236-0042 045-788-5735株式会社　スター・シ石橋　典子 平24. 1. 1 薬局
     金薬196 横浜市金沢区釜利谷東４－５３－常　勤:    2ステム　代表取締役　 交代 現存
     １６ (薬       2)脇　一博 平24. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  667088,198.7 マリン薬局 〒236-0031 045-786-1522株式会社　スター・シ井上　美保子 平24. 1. 1 薬局
     金薬198 横浜市金沢区六浦４－１２－１１常　勤:    1ステム　代表取締役　 交代 現存
     (薬       1)脇　一博 平24. 1. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  668088,199.5 アイ調剤薬局 〒236-0021 045-786-9918株式会社　結喜　代表成井　繁 平24. 3. 1 薬局
     金薬199 横浜市金沢区泥亀１－１７－２０常　勤:    2取締役　髙須　英倫 交代 現存
     文庫太平ビル１Ｆ　Ａ号室 (薬       2) 平24. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  669088,202.7 ダイエー金沢八景店薬〒236-0021 045-276-1994株式会社ダイエー　代津野　俊也 平24. 5. 1 薬局
     金薬202 局 横浜市金沢区泥亀１－２７－１－常　勤:    4表取締役　村井　正平 新規 現存
     １Ｆ　 (薬       4) 平24. 5. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  670088,203.5 なみき薬局 〒236-0005 045-374-5520株式会社　大和桜ヶ丘木暮　優子 平24. 8. 1 薬局
     金薬203 横浜市金沢区並木２－８－２ 常　勤:    2薬局　代表取締役　中 新規 現存
     (薬       2)山　邦 平24. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  671088,204.3 ハックドラッグ　ビア〒236-0005 045-786-1091株式会社　ＣＦＳコー水野　茂 平24. 9. 1 薬局
     金薬204 レヨコハマ薬局 横浜市金沢区並木２－１３－１ビ常　勤:    2ポレーション　代表取 新規 現存
     アレ横浜１Ｆ (薬       2)締役　宮下　雄二 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  672088,205.0 薬樹薬局　富岡２号店〒236-0051 045-778-1025薬樹株式会社　代表取中武　利英 平25. 3. 1 薬局
     金薬205 横浜市金沢区富岡東５－２１－７常　勤:    1締役　小森　雄太 新規 現存
     (薬       1) 平25. 3. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  673088,207.6 オレンジ薬局 〒236-0053 045-349-3071有限会社クローバー　四戸　道義 平25. 5. 1 薬局
     金薬207 横浜市金沢区能見台通２－６－１常　勤:    1代表取締役　四戸　道 新規 現存
     Ｆ (薬       1)義 平25. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  674088,208.4 富岡薬局 〒236-0052 045-772-3315株式会社スター・シス川口　理絵 平25. 4. 1 薬局
     金薬208 横浜市金沢区富岡西２－１－９ 常　勤:    7テム　代表取締役　脇 交代 現存
     (薬       7)　一博 平25. 4. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  675088,209.2 大道薬局 〒236-0035 045-701-0025株式会社スター・シス大口　光世 平25. 4. 1 薬局
     金薬209 横浜市金沢区大道１－２－３ 常　勤:    1テム　代表取締役　脇 交代 現存
     (薬       1)　一博 平25. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  676088,210.0 小田薬局　本店 〒236-0016 045-782-5678株式会社小田薬局　代小田　兵馬 平25. 6. 1 薬局
     金薬210 横浜市金沢区谷津町３７８ 常　勤:    1表取締役　小田　兵馬 新規 現存
     (薬       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  677088,212.6 ミネ薬局　六浦店 〒236-0037 045-789-3057ミネ医薬品株式会社　香取　真澄 平25. 7. 1 薬局
     金薬212 横浜市金沢区六浦東１－２２－２常　勤:    1代表取締役　鉢嶺　清 新規 現存
     １ (薬       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  678090,005.0 有限会社すみれ薬局 〒223-0053 045-531-0148（有）すみれ薬局　代市川　洋一 昭32.10. 1 薬局
     港薬5 横浜市港北区綱島西１－１－７ 常　勤:    8表取締役　市川　洋一 現存
     (薬       8) 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  679090,051.4 はなや薬局 〒222-0022 045-431-8916有限会社はなや横尾商小西　幸子 平15. 8.14 薬局
     港薬51 横浜市港北区篠原東３－１－１ 常　勤:    3店　代表取締役　横尾 移動 現存
     (薬       3)　喜男 平21. 8.14
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  680090,084.5 藤山薬局 〒223-0062 045-561-2458藤山　貞子 藤山　智雄 平11. 9.27 薬局
     港薬84 横浜市港北区日吉本町１－１９－常　勤:    2 移動 現存
     ２０ (薬       2) 平17. 9.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  681090,094.4 株式会社　小川薬局 〒222-0011 045-421-7088株式会社小川薬局　代小川　大介 昭53.12. 1 薬局
     港薬94 横浜市港北区菊名４－２－８ 常　勤:    3表取締役　小川　大介 現存
     (薬       3) 平23.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  682090,110.8 オオハラ薬局 〒222-0037 045-541-9063有限会社大興商事　代三吉　和恵 昭59. 6.15 薬局
     港薬110 横浜市港北区大倉山１－１１－３常　勤:    4表取締役　大原　康秀 現存
     (薬       4) 平23. 6.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
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  683090,112.4 大関薬局 〒223-0062 045-561-5516有限会社　大関薬局　関　公太郎 昭59.12.15 薬局
     港薬112 横浜市港北区日吉本町４－１１－常　勤:    1代表取締役　関　公太 現存
     ２ (薬       1)郎 平23.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  684090,114.0 Ｉ・Ｐ調剤薬局 〒223-0058 045-544-0891株式会社　オオサワ　黒川　成美 平11.11. 1 薬局
     港薬114 横浜市港北区新吉田東４－２１－常　勤:    2代表取締役　大澤　明 移動 現存
     １５ (薬       2)義 平23.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  685090,117.3 薬局トムファーマシー〒223-0053 045-531-9304有限会社　トムファー松島　義明 平12. 4.16 薬局
     港薬117 横浜市港北区綱島西２－１４－１常　勤:    2マシー　代表取締役　 移動 現存
     (薬       2)松島　義明 平24. 4.16
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  686090,123.1 厚生調剤薬局　株式会〒223-0061 045-562-3861厚生調剤薬局　株式会松元　則子 昭62. 2.15 薬局
     港薬123 社 横浜市港北区日吉５－６－２０ 常　勤:    1社　代表取締役社長　 現存
     (薬       1)小林　ゆりか 平23. 2.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  687090,128.0 ホーゲン薬局 〒223-0052 045-531-0061有限会社　ホーゲン薬金子　守宏 平18. 7.31 薬局
     港薬128 横浜市港北区綱島東１－２－１３常　勤:    9局　代表取締役　金子 移動 現存
     (薬       9)　守宏 平24. 7.31
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  688090,133.0 フジ薬局 〒223-0065 045-543-0359山岸　悦子 山岸　悦子 昭62.12. 1 薬局
     港薬133 横浜市港北区高田東４－１８－１常　勤:    1 現存
     ９ (薬       1) 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  689090,135.5 一心堂薬局 〒223-0053 045-531-9381松本　好正 松本　好正 平12. 6. 3 薬局
     港薬135 横浜市港北区綱島西３－３－１３常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平24. 6. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  690090,137.1 ひがひ薬局小机店 〒222-0036 045-473-5298佐藤　明男 佐藤　恵子 昭63. 4.15 薬局
     港薬137 横浜市港北区小机町２５４３ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平24. 4.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  691090,154.6 飯田薬局大倉山店 〒222-0037 045-531-2290有限会社　飯田商事　占部　博子 平元.12.15 薬局
     港薬154 横浜市港北区大倉山１－２９－１常　勤:    2取締役　大塚　吉史 現存
     １ (薬       2) 平22.12.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  692090,157.9 あおば薬局 〒223-0062 045-561-1661宮城　洋子 宮城　洋子 平10. 9. 3 薬局
     港薬157 横浜市港北区日吉本町６－２５－常　勤:    1 移動 現存
     １４ (薬       1) 平22. 9. 3
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  693090,169.4 株式会社　秋本薬局　〒222-0011 045-423-8484株式会社秋本薬局　代青山　幹雄 平 5. 2.15 薬局
     港薬169 妙蓮寺店 横浜市港北区菊名１－４－２妙蓮常　勤:    4表取締役　秋本　善次 新規 現存
     寺（第一）橘ビル (薬       4)郎 平23. 2.15
     非常勤:   18
     (薬      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  694090,172.8 ハックドラッグ大倉山〒222-0037 045-549-5310株式会社　ＣＦＳコー笹川　ひろみ 平 5.11.15 薬局
     港薬172 薬局 横浜市港北区大倉山３－２－３３常　勤:    4ポレーション　代表取 新規 現存
     　大倉屋ビル１Ｆ (薬       4)締役　宮下　雄二 平23.11.15
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  695090,174.4 薬樹薬局　妙蓮寺 〒222-0012 045-433-9640薬樹株式会社　代表取和田　野歩 平10. 7. 1 薬局
     港薬174 横浜市港北区富士塚１－１－８ 常　勤:    5締役　小森　雄太 その他 現存
     (薬       5) 平22. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  696090,176.9 菊名ふじ薬局 〒222-0032 045-402-5001有限会社　菊名ふじ薬鵜飼　典男 平 9. 2. 2 薬局
     港薬176 横浜市港北区大豆戸町２０４ 常　勤:    3局　代表取締役　鵜飼 移動 現存
     (薬       3)　典男 平24. 2. 2
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  697090,179.3 菊名池薬局 〒222-0011 045-435-2820有限会社　ヨシカワ　藤井　淳美 平 6. 8. 1 薬局
     港薬179 横浜市港北区菊名１－１３－１ 常　勤:    1取締役　吉川　徹 新規 現存
     (薬       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  698090,180.1 金龍堂薬局 〒223-0062 045-563-3001有限会社　金 堂薬局金　 澤 平 6.11. 1 薬局
     港薬180 横浜市港北区日吉本町１－２５－常　勤:    4　代表取締役　金　 組織変更 現存
     ２５サンライズビル１０２ (薬       4)澤 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  699090,181.9 古宮薬局 〒223-0053 045-542-7777株式会社　古宮薬品　古宮　一剛 平 6.12. 1 薬局
     港薬181 横浜市港北区綱島西１－６－１９常　勤:    2代表取締役　古宮　一 新規 現存
     (薬       2)剛 平21.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  700090,183.5 マルゼン薬局 〒223-0063 045-531-3412株式会社　マルゼン薬飯沼　まゆみ 平 7. 3. 1 薬局
     港薬183 横浜市港北区高田東４－３－１９常　勤:    3局　代表取締役　飯沼 組織変更 現存
     (薬       3)　まゆみ 平22. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  701090,185.0 薬樹薬局　大倉山 〒222-0037 045-546-9278薬樹株式会社　代表取藤枝　美名 平14. 4. 1 薬局
     港薬185 横浜市港北区大倉山３－８－２８常　勤:    3締役　小森　雄太 移動 現存
     (薬       3) 平26. 4. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  702094,000.7 日本調剤　慶應日吉薬〒223-8526 045-566-2378日本調剤株式会社　代谷津　正晃 平25.12. 1 薬局
     港薬4000 局 横浜市港北区日吉４－１－１慶應常　勤:    2表取締役　三津原　博 交代 現存
     義塾日吉キャンパス協生館１Ｆ (薬       2) 平25.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  703094,001.5 ドリーム薬局　新横浜〒222-0026 045-834-7046有限会社フロムサーテ神津　真澄 平26. 5. 1 薬局
     港薬4001 店 横浜市港北区篠原町３０１４－２常　勤:    3ィ　取締役　田嶋　継 新規 現存
     加祥ビル２Ｆ (薬       3)明 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  704094,002.3 徳永薬局　綱島店 〒223-0053 045-947-3566徳永薬局株式会社　代須藤　善和 平26. 7. 1 薬局
     港薬4002 横浜市港北区綱島西３－２－２０常　勤:    1表取締役　徳永　愛子 新規 現存
     綱島別所プラザ１Ｆ (薬       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  705094,003.1 ローソンクオール薬局〒222-0033 045-620-7233クオール株式会社　代島　和彦 平26. 9. 1 薬局
     港薬4003 港北新横浜二丁目店 横浜市港北区新横浜２－５－１１常　勤:    1表取締役　中村　勝 新規 現存
     (薬       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  706094,004.9 大信薬局　綱島店 〒223-0052 045-542-8301株式会社大信薬局　代神津　三千代 平26. 8. 1 薬局
     港薬4004 横浜市港北区綱島東１－１０－７常　勤:    3表取締役　吉村　企右 交代 現存
     (薬       3) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  707094,005.6 そうごう薬局　高田駅〒223-0065 045-716-8411総合メディカル株式会森川　高士 平26.10. 1 薬局
     港薬4005 前店 横浜市港北区高田東３－１－８ 常　勤:    1社　代表取締役　田代 新規 現存
     (薬       1)　五男 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  708098,188.6 新羽調剤薬局 〒223-0057 045-541-7066有限会社　イツワファ大木　洋一 平 7.11. 1 薬局
     港薬188 横浜市港北区新羽町１２９２ 常　勤:    2ーマシー　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       2)　渋谷　豊 平22.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  709098,192.8 スギモト薬局 〒223-0053 045-531-6020有限会社　スギモト薬杉本　幸久 平 8. 2. 1 薬局
     港薬192 横浜市港北区綱島西４－１３－３常　勤:    3局　代表取締役　杉本 新規 現存
     １ (薬       3)　幸久 平23. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  710098,195.1 かもめ薬局 〒223-0053 045-543-9777株式会社　エムシーデ手嶋　あゆみ 平 8. 6.15 薬局
     港薬195 横浜市港北区綱島西２－７－２第常　勤:    1ィー　代表取締役　小 新規 現存
     ７吉田ビル１Ｆ (薬       1)林　貫太郎 平23. 6.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  711098,198.5 株式会社　横浜菊名薬〒222-0011 045-401-2622株式会社　横浜菊名薬佐藤　雄子 平 9. 6.15 薬局
     港薬198 局 横浜市港北区菊名４－３－４６ 常　勤:    6局　代表取締役　石川 新規 現存
     (薬       6)　弓子 平24. 6.15
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  712098,199.3 オオハラ薬局中央通り〒223-0062 045-564-8896有限会社　大興商事　髙橋　亜由美 平 9. 6.15 薬局
     港薬199 店 横浜市港北区日吉本町１－１８－常　勤:    2代表取締役　大原　康 新規 現存
     １８ＢＫＣビル１Ｆ (薬       2)秀 平24. 6.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  713098,209.0 ヤマグチ薬局大倉山店〒222-0037 045-547-0055株式会社ヤマグチ薬局橋本　未央 平16.10.15 薬局
     港薬209 横浜市港北区大倉山１－１３－２常　勤:    2　代表取締役　山口　 移動 現存
     ４ (薬       2)重雄 平22.10.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  714098,213.2 プラス薬局 〒222-0011 045-434-9383有限会社　ケンプラス髙木　健司 平11. 3.15 薬局
     港薬213 横浜市港北区菊名３－１５－２７常　勤:    5　代表取締役　髙木　 新規 現存
     (薬       5)健司 平23. 3.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  715098,215.7 日吉イシダ薬局 〒223-0062 045-560-5875有限会社　イシダ薬局大坂　嘉孝 平11.10. 1 薬局
     港薬215 横浜市港北区日吉本町１－２４－常　勤:    3　代表取締役　石田　 新規 現存
     ５ドエル日吉１Ｆ (薬       3)賢治 平23.10. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  716098,216.5 新羽調剤薬局駅前店 〒223-0057 045-541-2666有限会社　イツワファ常深　敏 平11.12. 1 薬局
     港薬216 横浜市港北区新羽町１６９０－１常　勤:    4ーマシー　代表取締役 新規 現存
     クオーレ新羽１Ｆ (薬       4)　渋谷　豊 平23.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  717098,218.1 みどり薬局 〒222-0033 045-470-6180株式会社　宇伍　代表福井　順也 平12. 3. 1 薬局
     港薬218 横浜市港北区新横浜３－１８－９常　勤:    2取締役　山岸　治美 新規 現存
     新横浜ＩＣビル１Ｆ (薬       2) 平24. 3. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  718098,220.7 みつばち薬局 〒223-0066 045-590-5090有限会社　たつや　代田中　利幸 平18. 3.31 薬局
     港薬220 横浜市港北区高田西２－５－２５常　勤:    2表取締役　田中　利幸 移動 現存
     (薬       2) 平24. 3.31
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  719098,221.5 いずみ薬局 〒223-0061 045-560-0088有限会社　いずみ調剤久田　典子 平12. 4. 1 薬局
     港薬221 横浜市港北区日吉２－６－６日吉常　勤:    2薬局　取締役　野原　 新規 現存
     壱番館１Ｆ (薬       2)康雄 平24. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  720098,222.3 オリーブ薬局 〒222-0033 045-470-3366株式会社　エムケー調伊藤　由美 平12. 4.15 薬局
     港薬222 横浜市港北区新横浜２－１４－８常　勤:    4剤　代表取締役　西脇 新規 現存
     オフィス新横浜１Ｆ (薬       4)　伸 平24. 4.15
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  721098,224.9 ハックドラッグ新横浜〒222-0033 045-478-1889株式会社　ＣＦＳコー 田　郁夫 平12. 6. 1 薬局
     港薬224 薬局 横浜市港北区新横浜２－３－１０常　勤:    5ポレーション　代表取 新規 現存
     ＹＫ－８ビル１Ｆ・２Ｆ (薬       5)締役　宮下　雄二 平24. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  722098,225.6 菊名調剤薬局 〒222-0013 045-433-3555株式会社　クリエイト津山　健 平12. 6. 1 薬局
     港薬225 横浜市港北区錦が丘１６－１６ 常　勤:    7エス・ディー　代表取 組織変更 現存
     (薬       7)締役　廣瀨　泰三 平24. 6. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  723098,226.4 調剤薬局ツルハドラッ〒222-0026 045-435-3892株式会社　リバース　高田　宏 平12. 8. 1 薬局
     港薬226 グ　岸根公園店 横浜市港北区篠原町１１１３－６常　勤:    2代表取締役　石川　亨 新規 現存
     岸根公園駅前ビル１Ｆ (薬       2) 平24. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  724098,227.2 わかば薬局 〒222-0033 045-475-2888株式会社　わかば　代平田　慈子 平12. 9. 1 薬局
     港薬227 横浜市港北区新横浜２－１２－１常　勤:    2表取締役　杉本　年光 新規 現存
     ０ (薬       2) 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  725098,228.0 新生堂薬局 〒222-0011 045-401-9406新生堂有限会社　代表下地　真澄 平12. 9. 1 薬局
     港薬228 横浜市港北区菊名４－１－６クレ常　勤:    1取締役　下地　真澄 新規 現存
     セントビル１Ｆ (薬       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  726098,229.8 わかば薬局大倉山 〒222-0002 045-548-1162有限会社ケーアイメデ田出　久美子 平12.11. 1 薬局
     港薬229 横浜市港北区師岡町１１４８－１常　勤:    1ィカル　代表取締役　 新規 現存
     リバース大倉山１０２ (薬       1)石川　和雄 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  727098,232.2 日吉本町薬局 〒223-0062 045-564-3050株式会社クリエイトエ宇野　健広 平13. 6. 1 薬局
     港薬232 横浜市港北区日吉本町４－１２－常　勤:    4ス・ディー　代表取締 新規 現存
     ８ (薬       4)役　廣瀨　泰三 平25. 6. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  728098,234.8 ヤマト薬局２号店 〒222-0002 045-547-9331株式会社　ニッキ　代津田　礼子 平13. 7. 1 薬局
     港薬234 横浜市港北区師岡町１１４８－１常　勤:    3表取締役　金子　貴一 新規 現存
     ０１ (薬       3) 平25. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  729098,237.1 たる薬局 〒222-0001 045-533-6177有限会社　エステミー中島　康博 平13.11. 1 薬局
     港薬237 横浜市港北区樽町２－６－４０Ｔ常　勤:    2　取締役　下重　達雄 新規 現存
     －ＰＬＡＴＺ (薬       2) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  730098,239.7 日吉木月薬局 〒223-0061 045-560-6501徳永薬局株式会社　代岩谷　夕子 平14. 1.15 薬局
     港薬239 横浜市港北区日吉３－２－１１ 常　勤:    2表取締役　德永　愛子 新規 現存
     (薬       2) 平26. 1.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  731098,241.3 あけぼの薬局大倉山店〒222-0003 045-533-1153株式会社　医学研究社高岡　雅俊 平14. 4.15 薬局
     港薬241 横浜市港北区大曽根１－１６－５常　勤:    1　代表取締役　大崎　 新規 現存
     (薬       1)泰 平26. 4.15
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  732098,242.1 綱島中央薬局 〒223-0053 045-547-0611有限会社　綱島中央薬人見　陽子 平14. 5. 1 薬局
     港薬242 横浜市港北区綱島西２－１１－２常　勤:    5局　代表取締役　伊藤 交代 現存
     ４－１０２ (薬       5)　俊光 平26. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  733098,243.9 薬局ホームケアファー〒222-0026 045-430-3071株式会社　田無薬品　下村　深雪 平14. 9. 1 薬局
     港薬243 マシー新横浜店 横浜市港北区篠原町１２６８ウス常　勤:    1代表取締役　中村　洋 新規 現存
     イショップ１０３ (薬       1)司 平26. 9. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  734098,244.7 ふれあい調剤薬局　綱〒223-0053 045-542-6464横浜メディカル株式会小宮　典子 平17.12.27 薬局
     港薬244 島店 横浜市港北区綱島西５－２－９ 常　勤:    1社　代表取締役　熊谷 移動 現存
     (薬       1)　典昭 平23.12.27
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  735098,251.2 坂本調剤薬局 〒222-0037 045-543-3155有限会社サカモト　代茂木　惠美 平26. 1. 1 薬局
     港薬251 横浜市港北区大倉山３－６－１１常　勤:    2表取締役　坂本　悟 移動 現存
     (薬       2) 平26. 1. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  736098,253.8 アイランド薬局横浜下〒223-0064 045-560-4189アポロメディカルホー庄子　慎太郎 平15.12. 1 薬局
     港薬253 田店 横浜市港北区下田町２－８－３３常　勤:    4ルディングス　株式会 新規 現存
     (薬       4)社　代表取締役　我妻 平21.12. 1
     非常勤:    3　照男
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  737098,254.6 田辺薬局　妙蓮寺駅店〒222-0023 045-439-7950有限会社アンディ　代中津　志保 平15.12. 1 薬局
     港薬254 横浜市港北区仲手原２－２１－９常　勤:    3表取締役　平山　薫 新規 現存
     (薬       3) 平21.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  738098,255.3 日本調剤　港北薬局 〒222-0033 045-478-1651日本調剤株式会社　代井上　紘子 平16. 3. 1 薬局
     港薬255 横浜市港北区新横浜２－１４－６常　勤:    3表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       3) 平22. 3. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  739098,258.7 クローバー薬局 〒223-0053 045-540-6632株式会社エムケー調剤山田　好枝 平16. 6.15 薬局
     港薬258 横浜市港北区綱島西２－６－２３常　勤:    1　代表取締役　西脇　 新規 現存
     (薬       1)伸 平22. 6.15
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  740098,259.5 ミネ薬局　日吉店 〒223-0062 045-561-8700ミネ医薬品株式会社　亀井　厚子 平16. 7. 1 薬局
     港薬259 横浜市港北区日吉本町１－２３－常　勤:    4代表取締役　鉢嶺　清 新規 現存
     １４厚川ビル１Ｆ (薬       4) 平22. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  741098,260.3 三進堂薬局　新横浜店〒222-0033 045-470-8160有限会社三進堂薬局　藤井　泰之 平16.11. 1 薬局
     港薬260 横浜市港北区新横浜２－３－９新常　勤:    3代表取締役　藤井　泰 新規 現存
     横浜金子ビル１Ｆ (薬       3)元 平22.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  742098,261.1 光和薬局　西口店 〒223-0053 045-531-0550有限会社光和　代表取深田　悟 平16.12. 1 薬局
     港薬261 横浜市港北区綱島西１－２－３ 常　勤:    1締役　深田　悟 新規 現存
     (薬       1) 平22.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  743098,262.9 三和薬局 〒223-0062 045-562-2656郡家　まつ子 郡家　まつ子 平25. 4.30 薬局
     港薬262 横浜市港北区日吉本町４－１５－常　勤:    1 移動 現存
     ７ (薬       1) 平25. 4.30
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  744098,265.2 大倉山調剤薬局 〒222-0037 045-541-4499有限会社大倉山ファー松本　貴美子 平17. 8. 1 薬局
     港薬265 横浜市港北区大倉山３－１－３　常　勤:    1マシー　代表取締役　 交代 現存
     ポルテーゼ１－Ｂ (薬       1)松本　貴美子 平23. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  745098,267.8 クルーズ薬局　新羽店〒223-0057 045-549-5650株式会社　メディカル新保　寿人 平17.10. 1 薬局
     港薬267 横浜市港北区新羽町１６８５ 常　勤:    3シップ　代表取締役　 新規 現存
     (薬       3)土井　崇寛 平23.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  746098,268.6 きしね薬局 〒222-0026 045-430-4337有限会社　きしねファ水倉　美惠子 平17.10. 1 薬局
     港薬268 横浜市港北区篠原町１１２９－１常　勤:    9ーマシー　代表取締役 交代 現存
     岸根公園駅前ＵＵビル１０３ (薬       9)　水倉　美惠子 平23.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  747098,269.4 ハックドラッグ綱島駅〒223-0053 045-540-0895株式会社ＣＦＳコーポ玉光　香織 平17.11. 1 薬局
     港薬269 前薬局 横浜市港北区綱島西１－６－６ア常　勤:    7レーション　代表取締 新規 現存
     ーバンシュロス綱島１Ｆ (薬       7)役　宮下　雄二 平23.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  748098,273.6 れんげ薬局 〒223-0065 045-540-6665有限会社　エイエス　鈴木　信雄 平18. 5. 1 薬局
     港薬273 横浜市港北区高田東３－２－３綱常　勤:    3代表取締役　渡辺　達 新規 現存
     島ダイヤモンドパレス (薬       3)郎 平24. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  749098,274.4 綱島調剤薬局 〒223-0053 045-541-2065徳永薬局　株式会社　諸田　茉莉野 平18. 5. 1 薬局
     港薬274 横浜市港北区綱島西２－１６－１常　勤:    1代表取締役　德永　愛 交代 現存
     ９ (薬       1)子 平24. 5. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  750098,275.1 ドリーム薬局　北新横〒223-0059 045-577-7722有限会社　フロムサー渡邉　雅子 平18. 8. 1 薬局
     港薬275 浜店 横浜市港北区北新横浜１－２－３常　勤:    7ティ　取締役　田嶋　 新規 現存
     三橋ビル１Ｆ (薬       7)継明 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  751098,276.9 アクア薬局 〒222-0001 045-540-7715株式会社　ＯＮ　ＴＨ岩倉　英雄 平18.10. 1 薬局
     港薬276 横浜市港北区樽町１－２４－７ 常　勤:    4Ｅ　ＲＯＡＤ　代表取 交代 現存
     (薬       4)締役　岩倉　英雄 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  752098,278.5 コスモ調剤薬局　日吉〒223-0062 045-479-3900株式会社　コスモファ平田　陽子 平19. 3. 1 薬局
     港薬278 店 横浜市港北区日吉本町４－２５－常　勤:    1ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     ６３ (薬       1)田　愛里 平25. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  753098,279.3 みきや薬局 〒222-0032 045-543-7072山下　とよ子 山下　祐司 平19. 3. 1 薬局
     港薬279 横浜市港北区大豆戸町９１４－６常　勤:    2 交代 現存
     藤和大倉山コープⅤ１０１ (薬       2) 平25. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  754098,280.1 京町薬局 〒223-0057 045-549-0744株式会社　クリエイト木村　直樹 平19. 5.15 薬局
     港薬280 横浜市港北区新羽町１６７１ 常　勤:    7エス・ディー　代表取 新規 現存
     (薬       7)締役　廣瀨　泰三 平25. 5.15
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  755098,282.7 平安薬局 〒222-0033 045-470-5635有限会社　大樹　代表齋藤　香子 平19. 7. 1 薬局
     港薬282 横浜市港北区新横浜１－１１－５常　勤:    1取締役　石渡　章文 新規 現存
     (薬       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  756098,283.5 ウエルシア薬局　横浜〒222-0032 045-533-1131ウエルシア薬局株式会川井　洋平 平19.10. 1 薬局
     港薬283 大豆戸店 横浜市港北区大豆戸町９８０－１常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平25.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  757098,284.3 佐藤薬局 〒223-0061 045-563-6784カインド株式会社　代佐藤　恵子 平19. 9.22 薬局
     港薬284 横浜市港北区日吉６－２－１ 常　勤:    1表取締役　佐藤　陽一 組織変更 現存
     (薬       1) 平25. 9.22
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  758098,287.6 日吉堂薬局 〒223-0062 045-561-2066株式会社　日吉堂薬局相沢　淳 平19.11. 1 薬局
     港薬287 横浜市港北区日吉本町１－２０－常　勤:    2　代表取締役　相沢　 組織変更 現存
     １３ (薬       2)淳 平25.11. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  759098,289.2 ＭＣＤ　ハジメ薬局 〒223-0052 045-546-0392株式会社　エムシーデ亀井　竜夫 平20. 2. 1 薬局
     港薬289 横浜市港北区綱島東２－１２－４常　勤:    2ィー　代表取締役　小 組織変更 現存
     (薬       2)林　貫太郎 平26. 2. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  760098,290.0 ＭＣＤ　ハジメ薬局　〒223-0052 045-546-0890株式会社　エムシーデ星野　牧絵 平20. 2. 1 薬局
     港薬290 本店 横浜市港北区綱島東２－１３－２常　勤:    3ィー　代表取締役　小 組織変更 現存
     ４ (薬       3)林貫太郎 平26. 2. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  761098,292.6 いずみ薬局　日吉本町〒223-0062 045-560-0118有限会社　いずみ調剤山田　範子 平20. 3. 1 薬局
     港薬292 店 横浜市港北区日吉本町３－３０－常　勤:    2薬局　代表取締役　野 新規 現存
     １３ (薬       2)原　康雄 平26. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  762098,293.4 サンドラッグ樽町リリ〒222-0001 045-544-2973株式会社　サンドラッ小松崎　弘之 平20. 3.15 薬局
     港薬293 ア薬局 横浜市港北区樽町３－６－３８ 常　勤:    5グファーマシーズ　代 新規 現存
     (薬       5)表取締役　落合　佳宏 平26. 3.15
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  763098,294.2 そうごう薬局　トレッ〒222-0002 045-533-5121総合メディカル　株式大竹　祐司 平20. 3.15 薬局
     港薬294 サ横浜店 横浜市港北区師岡町７００　トレ常　勤:    9会社　代表取締役　田 新規 現存
     ッサ横浜南棟１階 (薬       9)代　五男 平26. 3.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  764098,296.7 サエラ薬局　高田駅前〒223-0065 045-540-7522株式会社　サエラ　代杉浦　早紀 平20. 4. 1 薬局
     港薬296 店 横浜市港北区高田東４－２３－４常　勤:    3表取締役　小池　由久 新規 現存
     (薬       3) 平26. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  765098,297.5 あんず薬局 〒222-0037 045-546-2209株式会社　サルース　井上　祐也 平20. 6. 1 薬局
     港薬297 横浜市港北区大倉山３－２９－２常　勤:    1代表取締役　井上　祐 組織変更 現存
     １－１０１ (薬       1)也 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  766098,298.3 くにざき薬局 〒223-0051 045-566-2381株式会社くにざき薬局安部　美津代 平20. 7.15 薬局
     港薬298 横浜市港北区箕輪町２－１５－２常　勤:    4　代表取締役　國﨑　 新規 現存
     ２ピアタウン日吉１Ｆ (薬       4)幹教 平26. 7.15
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  767098,299.1 イオン薬局横浜新吉田〒223-0058 045-548-2185イオンリテール株式会新倉　よしみ 平20. 8.21 薬局
     港薬299 店 横浜市港北区新吉田東８－４９－常　勤:    4社　代表取締役　梅本 組織変更 現存
     １ (薬       4)　和典 平26. 8.21
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  768098,300.7 ウエルシア薬局　横浜〒223-0052 045-533-0256ウエルシア薬局株式会井上　明香 平20.12. 1 薬局
     港薬300 綱島東店 横浜市港北区綱島東４－８－３７常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平20.12. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  769098,301.5 エンゼル薬局 〒222-0003 045-531-8736有限会社　プラネット藤原　敏幸 平21. 1. 1 薬局
     港薬301 横浜市港北区大曽根２－２３－１常　勤:    1　代表取締役　藤原　 交代 現存
     (薬       1)敏幸 平21. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  770098,303.1 日吉グリーン薬局 〒223-0062 045-560-5545有限会社　イシダ薬局大河原　信吾 平21. 4. 1 薬局
     港薬303 横浜市港北区日吉本町１－３－１常　勤:    3　代表取締役　石田　 新規 現存
     ６ (薬       3)賢治 平21. 4. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
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  771098,304.9 薬樹薬局　綱島 〒223-0052 045-540-7002薬樹株式会社　代表取岩山　香織 平21. 4. 1 薬局
     港薬304 横浜市港北区綱島東２－８－１－常　勤:    2締役　小森　雄太 新規 現存
     １Ｆ (薬       2) 平21. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  772098,306.4 フィットケアデポ　岸〒222-0033 045-471-8003株式会社　カメガヤ　渡邉　典子 平21. 5. 1 薬局
     港薬306 根店薬局 横浜市港北区新横浜１－１－１ 常　勤:    3代表取締役　鈴木　滋 新規 現存
     (薬       3)雄 平21. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  773098,308.0 クリエイト薬局　日吉〒223-0062 045-560-3725株式会社　クリエイト松尾　吉泰 平21. 9. 1 薬局
     港薬308 本町駅前店 横浜市港北区日吉本町５－４－３常　勤:    3エス・ディー　代表取 新規 現存
     (薬       3)締役　廣瀨　泰三 平21. 9. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  774098,310.6 フィットケアエクスプ〒222-0026 045-475-3055株式会社　カメガヤ　横山　惠子 平21.12. 1 薬局
     港薬310 レス　新横浜駅ビル店横浜市港北区篠原町２９３７キュ常　勤:    1代表取締役　鈴木　滋 新規 現存
     薬局 ービックプラザ別館１Ｆ (薬       1)雄 平21.12. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  775098,311.4 ひかり薬局 〒223-0062 045-566-7705有限会社　エイエス　辻　真澄 平22. 4. 1 薬局
     港薬311 横浜市港北区日吉本町４－１０－常　勤:    1代表取締役　渡邊　章 新規 現存
     ５０－１０２ココファン日吉 (薬       1) 平22. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  776098,313.0 つくし薬局　綱島店 〒223-0052 045-710-0846株式会社　あけぼの　佐藤　勝洋 平22. 3. 1 薬局
     港薬313 横浜市港北区綱島東４－２－５パ常　勤:    1代表取締役　鈴木　孝 交代 現存
     ルホワイト綱島１０５ (薬       1)雄 平22. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  777098,314.8 さくら薬局　横浜大倉〒222-0037 045-531-0465クラフト株式会社　代粳間　恵理子 平22. 4. 1 薬局
     港薬314 山店 横浜市港北区大倉山３－４３－１常　勤:    3表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     (薬       3) 平22. 4. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  778098,315.5 クリエイト薬局　横浜〒223-0057 045-540-6313株式会社　クリエイト直江　悠紀子 平22.11. 1 薬局
     港薬315 新羽店 横浜市港北区新羽町１６３６－１常　勤:    2エス・ディー　代表取 新規 現存
     　パティオワンビルＭ２Ｆ (薬       2)締役　廣瀨　泰三 平22.11. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  779098,316.3 日本調剤　横浜本町薬〒223-0062 045-561-2214日本調剤株式会社　代玉置　久美 平22.11. 1 薬局
     港薬316 局 横浜市港北区日吉本町１－４－１常　勤:    1表取締役　三津原　博 交代 現存
     ９ (薬       1) 平22.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  780098,317.1 共栄薬局 〒222-0003 045-531-6812岩本　京子 岩本　京子 平22.12. 1 薬局
     港薬317 横浜市港北区大曽根３－１２－１常　勤:    1 新規 現存
     ５ (薬       1) 平22.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  781098,318.9 中山調剤薬局 〒223-0051 045-561-9948中山　佑子 中山　佑子 平23. 1. 1 薬局
     港薬318 横浜市港北区箕輪町２－３－７　常　勤:    1 交代 現存
     日吉ロイヤルマンション１Ｆ (薬       1) 平23. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  782098,319.7 みどり薬局　しのはら〒222-0026 045-439-3176株式会社　宇伍　代表平井　拓 平23. 4. 1 薬局
     港薬319 店 横浜市港北区篠原町１０３４－５常　勤:    2取締役　山岸　治美 新規 現存
     (薬       2) 平23. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  783098,320.5 スマイル薬局　港北高〒223-0066 045-594-5461株式会社　スマイルド藤澤　明日香 平23. 4. 1 薬局
     港薬320 田店 横浜市港北区高田西３－１－２１常　勤:    1ラッグ　代表取締役　 交代 現存
     　サンヴィレッジ１４ (薬       1)黒澤　和政 平23. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  784098,321.3 クリエイト薬局　港北〒223-0066 045-590-1230株式会社　クリエイト宮川　淳子 平23. 5. 1 薬局
     港薬321 高田店 横浜市港北区高田西２－１１－３常　勤:    2エス・ディー　代表取 新規 現存
     ０ (薬       2)締役　廣瀨　泰三 平23. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  785098,323.9 ひよし薬局 〒223-0061 045-620-0217株式会社　みなと商事五味　明夫 平23. 5. 1 薬局
     港薬323 横浜市港北区日吉２－１０－４ 常　勤:    1　代表取締役　五味　 新規 現存
     (薬       1)明夫 平23. 5. 1
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  786098,325.4 カメイ調剤薬局　港北〒223-0064 045-566-8220カメイ株式会社　代表加藤　晴人 平23.10. 1 薬局
     港薬325 店 横浜市港北区下田町２－７－８ 常　勤:    3取締役　亀井　文行 移動 現存
     (薬       3) 平23.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  787098,326.2 みらい薬局　綱島店 〒223-0053 045-718-6058株式会社　イジマ　代鈴木　朱加 平23. 7. 1 薬局
     港薬326 横浜市港北区綱島西１－８－１２常　勤:    1表取締役　伊島　政克 交代 現存
     　第２長正ビル１Ｆ (薬       1) 平23. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  788098,327.0 坂本薬局妙蓮寺店 〒222-0011 045-633-8238有限会社サカモト　代小高　浩美 平23. 8.16 薬局
     港薬327 横浜市港北区菊名１－３－１２ 常　勤:    2表取締役　坂本　悟 交代 現存
     (薬       2) 平23. 8.16
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  789098,328.8 カバヤ薬局　綱島西店〒223-0054 045-716-8886有限会社カバヤ　代表白井　美香 平23.10. 1 薬局
     港薬328 横浜市港北区綱島台１１－３７ 常　勤:    1取締役　蒲谷　亘 新規 現存
     (薬       1) 平23.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  790098,329.6 ミネ薬局　日吉駅前店〒223-0061 045-564-8857ミネ医薬品株式会社　木村　卓巨 平23.12. 1 薬局
     港薬329 横浜市港北区日吉２－２－４第４常　勤:    1代表取締役　鉢嶺　清 新規 現存
     ７東京ビル１Ｆ (薬       1) 平23.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  791098,330.4 日本調剤　下田町薬局〒223-0064 045-566-7617日本調剤株式会社　代木下　あや 平23.12. 1 薬局
     港薬330 横浜市港北区下田町２－７－１０常　勤:    2表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       2) 平23.12. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  792098,331.2 南山堂薬局　港北店 〒223-0064 045-620-3841株式会社　南山堂　代中嶋　美智子 平24. 1. 1 薬局
     港薬331 横浜市港北区下田町２－７－１１常　勤:    6表取締役　小池　孝芳 新規 現存
     (薬       6) 平24. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  793098,333.8 カメイ調剤薬局　日吉〒223-0062 045-566-7881カメイ株式会社　代表押切　実佳 平24. 3. 1 薬局
     港薬333 駅前店 横浜市港北区日吉本町１－２４－常　勤:    1取締役　亀井　文行 新規 現存
     １８ライオンズビル日吉１Ｆ (薬       1) 平24. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  794098,334.6 スギ薬局　大倉山店 〒222-0037 045-540-6651株式会社　スギ薬局　近藤　絵里奈 平24. 3.13 薬局
     港薬334 横浜市港北区大倉山５－２５－１常　勤:    1代表取締役　 原　栄 新規 現存
     ９ (薬       1)一 平24. 3.13
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  795098,335.3 日本調剤　綱島西薬局〒223-0053 045-540-6170日本調剤株式会社　代近田　望未 平24. 4. 1 薬局
     港薬335 横浜市港北区綱島西２－１２－１常　勤:    2表取締役　三津原　博 新規 現存
     ０サンモール綱島１Ｆ (薬       2) 平24. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  796098,336.1 フィットケアエクスプ〒222-0033 045-473-6489株式会社　カメガヤ　鈴木　葉子 平24. 5. 1 薬局
     港薬336 レスＤＳＭ新横浜店薬横浜市港北区新横浜２－６－３Ｄ常　勤:    1代表取締役　鈴木　滋 新規 現存
     局 ＳＭ新横浜ビル１Ｆ (薬       1)雄 平24. 5. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  797098,338.7 グリーン薬局　港北店〒223-0064 045-534-9038村野調剤薬局株式会社石橋　結花里 平24. 5. 1 薬局
     港薬338 横浜市港北区下田町２－７－９ 常　勤:    2　代表取締役　村野　 新規 現存
     (薬       2)光司 平24. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  798098,339.5 日本調剤　新横浜薬局〒222-0033 045-478-6271日本調剤株式会社　代堀田　悠樹 平24. 5. 1 薬局
     港薬339 横浜市港北区新横浜２－１２－８常　勤:    2表取締役　三津原　博 新規 現存
     扶桑電機ビルディング１Ｆ (薬       2) 平24. 5. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  799098,340.3 フィットケアデポ　篠〒222-0034 045-488-3880株式会社　カメガヤ　北　恵子 平24. 6. 1 薬局
     港薬340 原店薬局 横浜市港北区岸根町４３８－１ 常　勤:    1代表取締役　鈴木　滋 新規 現存
     (薬       1)雄 平24. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  800098,341.1 よつば薬局菊名 〒222-0011 045-439-0085薬樹株式会社　代表取野口　幸司 平24. 6. 1 薬局
     港薬341 横浜市港北区菊名６－３－２０ 常　勤:    1締役　小森　雄太 新規 現存
     (薬       1) 平24. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  801098,343.7 フィットケアデポ　ぺ〒222-0033 045-470-4020株式会社　カメガヤ　瀧田　剛士 平24. 7. 1 薬局
     港薬343 ぺＢ１店薬局 横浜市港北区新横浜３－４プリン常　勤:    1代表取締役　鈴木　滋 新規 現存
     スホテルショッピングアーケード(薬       1)雄 平24. 7. 1
     ぺぺＢ１Ｆ 非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  802098,344.5 かもめ薬局　菊名店 〒222-0021 045-439-5826株式会社　ＳｏＲｕｎ佐藤　千紘 平24. 7. 1 薬局
     港薬344 横浜市港北区篠原北１－３－３６常　勤:    1　代表取締役　引地　 交代 現存
     (薬       1)有希 平24. 7. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  803098,346.0 日本調剤　綱島駅前薬〒223-0053 045-533-4306日本調剤株式会社　代百冨　千恵子 平24. 9. 1 薬局
     港薬346 局 横浜市港北区綱島西１－１－１３常　勤:    1表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  804098,347.8 坂本薬局 〒222-0037 045-543-0303有限会社サカモト　代坂本　悟 平24. 9. 1 薬局
     港薬347 横浜市港北区大倉山１－１６－１常　勤:    1表取締役　坂本　悟 交代 現存
     (薬       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  805098,348.6 ハックドラッグ高田調〒223-0065 045-533-0828株式会社ＣＦＳコーポ山田　順子 平24.11. 1 薬局
     港薬348 剤薬局 横浜市港北区高田東４－１－２３常　勤:    2レーション　代表取締 交代 現存
     (薬       2)役　宮下　雄二 平24.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  806098,349.4 タカダ薬局 〒223-0065 045-546-0398折原　容子 折原　和之 平25. 1. 1 薬局
     港薬349 横浜市港北区高田東３－１０－６常　勤:    2 交代 現存
     モンテローザ高田１－１Ｆ (薬       2) 平25. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  807098,350.2 下田薬局 〒223-0064 045-560-0571株式会社本木薬局　代髙野　良子 平25. 4. 1 薬局
     港薬350 横浜市港北区下田町２－９－１０常　勤:    2表取締役　池田　直孝 交代 現存
     (薬       2) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  808098,351.0 中央薬局 〒223-0062 045-561-6051株式会社アーガス　代南　由香 平25. 4. 1 薬局
     港薬351 横浜市港北区日吉本町１－８－３常　勤:    1表取締役　松下　佳彦 交代 現存
     (薬       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  809098,353.6 たちばな薬局　大倉山〒222-0037 045-642-4906株式会社ニシザワ　代遠藤　翔太 平25. 9. 1 薬局
     港薬353 店 横浜市港北区大倉山１－１７－１常　勤:    1表取締役　西澤　昌市 新規 現存
     ３ (薬       1) 平25. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  810098,354.4 コスモ薬局　妙蓮寺店〒222-0011 045-642-5857株式会社イジマ　代表岡田　順子 平25.10. 1 薬局
     港薬354 横浜市港北区菊名１－８－１２ 常　勤:    1取締役　伊島　政克 新規 現存
     (薬       1) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  811098,355.1 あき薬局 〒222-0033 045-594-6691株式会社ＡＫＩ　ＩＮ冨野　秀樹 平25.10. 1 薬局
     港薬355 横浜市港北区新横浜３－９－５新常　勤:    1ＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡ 新規 現存
     横浜第三東昇ビル１Ｆ (薬       1)Ｌ　代表取締役　白　 平25.10. 1
     秋子
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  812100,007.4 安藤薬局 〒244-0003 045-881-0083有限会社　安藤薬局　杉山　義典 平22. 4. 1 薬局
     戸薬7 横浜市戸塚区戸塚町１６－１　戸常　勤:    3代表取締役　杉山　義 移動 現存
     塚西口共同ビルＡ１０６ (薬       3)典 平22. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  813100,011.6 合資会社神戸屋 〒244-0003 （資）神戸屋　無限責神戸　三郎 昭32.10. 1 薬局
     戸薬11 横浜市戸塚区戸塚町２５ 常　勤:    1任社員　神戸　三郎 現存
     (薬       1) 平17.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  814100,026.4 カトウ薬局 〒244-0002 045-871-5585加藤　洋 加藤　洋 昭41.11.15 薬局
     戸薬26 横浜市戸塚区矢部町２９１ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平23.11.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  815100,044.7 株式会社　大島薬局原〒245-0063 045-851-2524株式会社　大島薬局　栗原　詩織 昭46.12. 1 薬局
     戸薬44 宿店 横浜市戸塚区原宿３－５－２５ 常　勤:    3代表取締役　大島　成 現存
     (薬       3)五 平22.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  816100,091.8 紫山堂薬局　東戸塚店〒244-0801 045-821-9526株式会社　紫山堂薬局麻生　仁美 平21. 2.19 薬局
     戸薬91 横浜市戸塚区品濃町５１５－１　常　勤:    3　代表取締役　白鳥　 移動 現存
     ４－１０８ (薬       3)紀美子 平21. 2.19
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  817100,113.0 有限会社メディカ薬局〒244-0815 045-862-0611有限会社メディカ薬局田中　公子 昭61.12. 1 薬局
     戸薬113 横浜市戸塚区下倉田町７２ 常　勤:    2　代表取締役　田中　 現存
     (薬       2)公子 平22.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  818100,116.3 湘南薬局 〒244-0801 045-822-4663株式会社　湘南薬品　 瀬　拓史 平24. 3. 5 薬局
     戸薬116 横浜市戸塚区品濃町５４８－２　常　勤:    3代表取締役　曾我　寿 移動 現存
     ＮＳビル１Ｆ (薬       3)裕 平24. 3. 5
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  819100,119.7 薬樹薬局　戸塚西 〒244-0003 045-862-5256薬樹株式会社　代表取中村　美和子 平10. 7. 1 薬局
     戸薬119 横浜市戸塚区戸塚町１５７－１５常　勤:    3締役　小森　雄太 その他 現存
     フタバビル１階Ｂ (薬       3) 平22. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  820100,120.5 コスモ薬局上柏尾店 〒244-0811 045-825-2294株式会社　イジマ　代橘　千恵子 平13. 2. 1 薬局
     戸薬120 横浜市戸塚区上柏尾町１９７ 常　勤:    1表取締役　伊島　政克 移動 現存
     (薬       1) 平25. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  821100,126.2 横浜調剤薬局 〒245-0063 045-852-8016株式会社薬福会　代表望月　富美子 平 2. 7. 1 薬局
     戸薬126 横浜市戸塚区原宿３－５－２４ 常　勤:    3取締役　田上　博道 現存
     (薬       3) 平23. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 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

［平成26年11月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成26年11月 4日作成   110 頁

  822100,127.0 日本調剤東戸塚調剤薬〒244-0801 045-825-2123日本調剤株式会社　代弘中　光樹 平 2.11. 1 薬局
     戸薬127 局 横浜市戸塚区品濃町５３５－２中常　勤:    4表取締役　三津原　博 現存
     央街区Ｄ棟３階 (薬       4) 平23.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  823100,128.8 三ッ矢調剤薬局 〒245-0061 045-862-3188株式会社　イジマ　代千田　英子 平 2.11.15 薬局
     戸薬128 横浜市戸塚区汲沢８－５－７ 常　勤:    2表取締役　伊島　政克 現存
     (薬       2) 平23.11.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  824100,135.3 訪問薬局　ケアプラン〒244-0804 045-438-8002株式会社　ヘルスアン坂本　葉子 平 5. 5. 1 薬局
     戸薬135 　オープンズ大地 横浜市戸塚区前田町５０３－２４常　勤:    1ドヘルス　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　坂本　葉子 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  825100,136.1 ユニオン薬局 〒245-0067 045-851-8501二木　當江 二木　當江 平 5. 6.15 薬局
     戸薬136 横浜市戸塚区深谷町２３８ 常　勤:    3 新規 現存
     (薬       3) 平23. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  826100,137.9 至誠堂薬局 〒244-0802 045-822-8736渡邊　裕子 渡邊　裕子 平 5.12.15 薬局
     戸薬137 横浜市戸塚区平戸５－３２－４９常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平23.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  827100,141.1 湘南薬品保険薬局ラピ〒244-0003 045-871-5574株式会社　湘南薬品　山﨑　登喜彦 平 6. 7.15 薬局
     戸薬141 スファーマシー 横浜市戸塚区戸塚町１０ラピス１常　勤:    1代表取締役　曾我　寿 新規 現存
     ビル－１Ｆ (薬       1)裕 平24. 7.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  828100,142.9 横浜東戸塚調剤薬局 〒244-0801 045-824-4751株式会社東戸塚調剤薬 野　さやか 平 6.11.15 薬局
     戸薬142 横浜市戸塚区品濃町５５０－３ 常　勤:    8局　代表取締役　 野 新規 現存
     (薬       8)　さやか 平24.11.15
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  829100,145.2 日本調剤　戸塚薬局 〒245-0062 045-862-4131日本調剤株式会社　代檜垣　達哉 平 7. 3.15 薬局
     戸薬145 横浜市戸塚区汲沢町５５ 常　勤:    9表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       9) 平22. 3.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  830104,000.5 グミサワ調剤薬局 〒245-0062 045-443-8885有限会社匠　代表取締髙頭　裕 平25.12. 1 薬局
     戸薬4000 横浜市戸塚区汲沢町１６３－１ 常　勤:    1役　七戸　匠 交代 現存
     (薬       1) 平25.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  831104,001.3 田中薬局品濃町店 〒244-0801 045-827-3888株式会社田中薬局　代因幡　龍 平26. 2. 1 薬局
     戸薬4001 横浜市戸塚区品濃町１－１シャト常　勤:    1表取締役　田中　大嗣 新規 現存
     レー戸塚ガーデン１０６ (薬       1) 平26. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  832108,149.6 なの花薬局　東戸塚店〒244-0801 045-820-1871株式会社　サンメディ千葉　夕子 平 8.12.15 薬局
     戸薬149 横浜市戸塚区品濃町５１３－７清常　勤:    8ック　代表取締役　遠 新規 現存
     光ビル１階 (薬       8)山　功 平23.12.15
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  833108,150.4 ゆかり調剤薬局 〒244-0812 045-826-1301西野　良子 西野　良子 平 9. 4.15 薬局
     戸薬150 横浜市戸塚区柏尾町１０１４－８常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24. 4.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  834108,151.2 仁天堂薬局　本店 〒244-0003 045-862-1211有限会社　仁天堂薬局中嶋　麻澄 平19. 4. 1 薬局
     戸薬151 横浜市戸塚区戸塚町５５ 常　勤:    9　代表取締役　湯川　 移動 現存
     (薬       9)仁 平25. 4. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  835108,152.0 ひかり薬局　原宿店 〒245-0063 045-852-5662株式会社ひかり　代表原田　章子 平 9. 8. 1 薬局
     戸薬152 横浜市戸塚区原宿３－２－１５ 常　勤:    2取締役　森　澄人 新規 現存
     (薬       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  836108,153.8 ハックドラッグ戸塚東〒244-0816 045-870-1391株式会社　ＣＦＳコー金子　千可子 平 9. 8.15 薬局
     戸薬153 口薬局 横浜市戸塚区上倉田町７６９－１常　勤:    4ポレーション　代表取 新規 現存
     ６ (薬       4)締役　宮下　雄二 平24. 8.15
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  837108,154.6 鳥が丘薬局 〒244-0001 045-865-0415有限会社　光星商事　瀧澤　毅 平10. 2. 1 薬局
     戸薬154 横浜市戸塚区鳥が丘５２－９ 常　勤:    2代表取締役　星　裕之 新規 現存
     (薬       2) 平22. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  838108,158.7 川上薬局 〒244-0805 045-823-0014有限会社　光星商事　水嶋　由季子 平10. 8. 1 薬局
     戸薬158 横浜市戸塚区川上町３５９－８ 常　勤:    2代表取締役　星　裕之 新規 現存
     (薬       2) 平22. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  839108,159.5 ヒダ薬局　柏尾店 〒244-0812 045-821-3365肥田　稔 肥田　稔 平10.11. 1 薬局
     戸薬159 横浜市戸塚区柏尾町１８０ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平22.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  840108,160.3 あけぼの薬局　戸塚店〒244-0802 045-820-6461株式会社　医学研究社岩田　理恵美 平10.11. 1 薬局
     戸薬160 横浜市戸塚区平戸２－７－８ 常　勤:    1　代表取締役　大崎　 新規 現存
     (薬       1)泰 平22.11. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  841108,161.1 薬局アンドウ 〒244-0817 045-870-1870有限会社　安藤薬局　杉山　富美子 平11. 4. 1 薬局
     戸薬161 横浜市戸塚区吉田町１１６－１第常　勤:    1代表取締役　杉山　義 新規 現存
     ２安東ビル１Ｆ (薬       1)典 平23. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  842108,162.9 サツキ薬局 〒244-0003 045-864-0223株式会社　ライラック小林　奈津子 平11. 5.15 薬局
     戸薬162 横浜市戸塚区戸塚町１２０－１ア常　勤:    2　代表取締役　藤本　 新規 現存
     イランド・コアビル１Ｆ (薬       2)智志 平23. 5.15
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  843108,164.5 あけぼの薬局原宿店 〒245-0063 045-853-0300株式会社　医学研究社中島　亜由美 平11.11. 1 薬局
     戸薬164 横浜市戸塚区原宿４－１８－１２常　勤:    1　代表取締役　大崎　 新規 現存
     サンステージＡ棟１０１ (薬       1)泰 平23.11. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  844108,165.2 はるの薬局 〒245-0063 045-852-6577有限会社ベル薬局　代樋口　和世 平16. 6. 2 薬局
     戸薬165 横浜市戸塚区原宿４－３３－３４常　勤:    3表取締役　岡部　初子 移動 現存
     (薬       3) 平22. 6. 2
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  845108,166.0 ひばり薬局 〒244-0816 045-871-1500株式会社　パフモ　代前田　信子 平12. 9. 1 薬局
     戸薬166 横浜市戸塚区上倉田町８８４－１常　勤:    1表取締役　綿貫　英和 新規 現存
     (薬       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  846108,168.6 ハックドラッグ東戸塚〒244-0801 045-820-3287株式会社　ＣＦＳコー阪本　正直 平12.11.15 薬局
     戸薬168 駅前薬局 横浜市戸塚区品濃町５３９－６ア常　勤:    6ポレーション　代表取 新規 現存
     ーバン東戸塚ビル１・２Ｆ (薬       6)締役　宮下　雄二 平24.11.15
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  847108,170.2 サツキ薬局吉田町店 〒244-0817 045-862-0709株式会社　ライラック小林　広平 平13. 4. 1 薬局
     戸薬170 横浜市戸塚区吉田町５８２－３ 常　勤:    7　代表取締役　藤本　 新規 現存
     (薬       7)智志 平25. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  848108,172.8 ウィング薬局戸塚富士〒245-0051 045-810-6866有限会社　サンエム　魚住　有太 平13. 9.15 薬局
     戸薬172 橋店 横浜市戸塚区名瀬町３６－４ＫＭ常　勤:    8代表取締役　松澤　玄 新規 現存
     ビル１Ｆ (薬       8) 平25. 9.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  849108,173.6 あい薬局 〒244-0002 045-881-8140合資会社　あがつま事我妻　貴志 平14. 3. 1 薬局
     戸薬173 横浜市戸塚区矢部町２４０ 常　勤:    2務所　無限責任社員　 新規 現存
     (薬       2)我妻　貴志 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  850108,175.1 プリモ薬局 〒244-0003 045-870-5751有限会社　スカイ　取千田　謙一 平14. 4.15 薬局
     戸薬175 横浜市戸塚区戸塚町２８１０－８常　勤:    1締役　加瀬　喜代美 新規 現存
     (薬       1) 平26. 4.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  851108,176.9 おーちゃん薬局 〒244-0801 045-827-1296株式会社　ジェムス　丸山　大輔 平14. 5. 1 薬局
     戸薬176 横浜市戸塚区品濃町５４３－４－常　勤:    1代表取締役　篠原　正 新規 現存
     １Ｆ (薬       1)治 平26. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  852108,177.7 とまと薬局 〒244-0803 045-820-3193株式会社クラスターメ佐藤　弘美 平14. 6. 1 薬局
     戸薬177 横浜市戸塚区平戸町１２１２－６常　勤:    4ディカル　代表取締役 新規 現存
     ２ (薬       4)　佐藤　眞一 平26. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  853108,178.5 仁天堂薬局踊場駅前店〒245-0061 045-871-0028有限会社　仁天堂薬局結城　伸至 平14.11.15 薬局
     戸薬178 横浜市戸塚区汲沢８－２－１ 常　勤:    4　代表取締役　湯川　 新規 現存
     (薬       4)仁 平26.11.15
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  854108,180.1 おどりば薬局 〒245-0061 045-869-5870有限会社ファインロー堀江　崇 平15. 8.15 薬局
     戸薬180 横浜市戸塚区汲沢１－１０－４６常　勤:    2ド　代表取締役　齋藤 新規 現存
     (薬       2)　英樹 平21. 8.15
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  855108,181.9 有限会社はま薬局戸塚〒244-0003 045-864-2233有限会社はま薬局　代原　順子 平15.10.15 薬局
     戸薬181 店 横浜市戸塚区戸塚町３００２ 常　勤:    1表取締役　鈴木　功也 新規 現存
     (薬       1) 平21.10.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  856108,182.7 薬樹薬局　上倉田 〒244-0816 045-865-3211薬樹株式会社　代表取大澤　智子 平15.10.15 薬局
     戸薬182 横浜市戸塚区上倉田町４４７－１常　勤:    2締役　小森　雄太 新規 現存
     プラージュ戸塚１Ｆ１０２ (薬       2) 平21.10.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  857108,183.5 すばる中央薬局戸塚店〒244-0003 045-869-5881株式会社エルマノ　代市川　健二 平16. 1. 1 薬局
     戸薬183 横浜市戸塚区戸塚町５６５－１６常　勤:    2表取締役　野間　智彦 新規 現存
     (薬       2) 平22. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  858108,184.3 名瀬町だるま薬局マル〒245-0051 045-813-5742有限会社北井薬局　代北井　信子 平16. 3. 1 薬局
     戸薬184 エツ店 横浜市戸塚区名瀬町７６６－３ 常　勤:    1表取締役　北井　繁樹 組織変更 現存
     (薬       1) 平22. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  859108,185.0 日本調剤　南戸塚薬局〒244-0003 045-869-3961日本調剤株式会社　代重信　達也 平16. 4. 1 薬局
     戸薬185 横浜市戸塚区戸塚町４２５－１ 常　勤:    2表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       2) 平22. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  860108,187.6 平安薬局 〒244-0805 045-820-0520有限会社大樹　代表取片野　志津江 平16. 5. 1 薬局
     戸薬187 横浜市戸塚区川上町８４－１　４常　勤:    2締役　石渡　章文 交代 現存
     Ｆ－Ｃ号 (薬       2) 平22. 5. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  861108,192.6 ハマユウ薬局 〒244-0003 045-869-3661有限会社クレセント　荒澤　実 平17. 3. 1 薬局
     戸薬192 横浜市戸塚区戸塚町３９２４ 常　勤:    2代表取締役　荒澤　実 新規 現存
     (薬       2) 平23. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  862108,193.4 ハックドラッグ東戸塚〒244-0801 045-828-1195株式会社ＣＦＳコーポ澤田　大祐 平17. 5.15 薬局
     戸薬193 アネックス薬局 横浜市戸塚区品濃町５３６－１オ常　勤:    3レーション　代表取締 新規 現存
     ーロラモールアネックス６Ｆ (薬       3)役　宮下　雄二 平23. 5.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  863108,196.7 フロンティア薬局舞岡〒244-0813 045-828-1901株式会社フロンティア鈴木　良則 平17.12. 1 薬局
     戸薬196 店 横浜市戸塚区舞岡町３４３０－４常　勤:    4　代表取締役　重森　 新規 現存
     (薬       4)裕之 平23.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  864108,197.5 ちひろ薬局 〒244-0802 045-820-6101有限会社　ユー・トレ関野　典子 平18. 4.15 薬局
     戸薬197 横浜市戸塚区平戸２－３０－１０常　勤:    1ーディング　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　三上　裕子 平24. 4.15
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  865108,198.3 あいかわ一番館薬局 〒244-0816 045-861-3893ランジェコスメティー高木　真弓 平18. 6. 1 薬局
     戸薬198 横浜市戸塚区上倉田町９１０－３常　勤:    1ク　株式会社　代表取 交代 現存
     (薬       1)締役　相川　慶子 平24. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  866108,201.5 仁天堂薬局　西口店 〒244-0003 045-479-8118有限会社　仁天堂薬局逆井　愼吾 平19. 4. 1 薬局
     戸薬201 横浜市戸塚区戸塚町４１１７－１常　勤:    1　代表取締役　湯川　 新規 現存
     (薬       1)仁 平25. 4. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  867108,204.9 オリーブ薬局 〒244-0817 045-860-0189株式会社　メディック山田　奈津子 平20. 2. 1 薬局
     戸薬204 横浜市戸塚区吉田町９４４－５ 常　勤:    3　代表取締役　五十嵐 新規 現存
     (薬       3)　浩二 平26. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  868108,208.0 なの花薬局　品濃町店〒244-0801 045-828-5166株式会社　サンメディ藤田　祐子 平20.12. 1 薬局
     戸薬208 横浜市戸塚区品濃町５２２－５ 常　勤:    3ック　代表取締役　遠 新規 現存
     (薬       3)山　功 平20.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  869108,210.6 ダイエー東戸塚店薬局〒244-0801 045-826-6261株式会社　ダイエー　大井　康士 平21. 4. 1 薬局
     戸薬210 横浜市戸塚区品濃町５３５－１ 常　勤:    6代表取締役　村井　正 新規 現存
     (薬       6)平 平21. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  870108,211.4 ニック東戸塚薬局 〒244-0805 045-825-0020株式会社　ニック　代吉川　恭子 平21. 7. 1 薬局
     戸薬211 横浜市戸塚区川上町９１－１モレ常　勤:    1表取締役　吉川　正男 新規 現存
     ラ東戸塚　３Ｆ (薬       1) 平21. 7. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  871108,212.2 すずらん薬局　下倉田〒244-0815 045-869-3626有限会社　ブロスカン品川　晴美 平21. 7. 1 薬局
     戸薬212 店 横浜市戸塚区下倉田町９４５ 常　勤:    2パニー　代表取締役　 交代 現存
     (薬       2)佐々木　淳 平21. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  872108,213.0 わかば薬局 〒244-0813 045-821-6660有限会社　エム・エイ重石　徹 平21. 8. 1 薬局
     戸薬213 横浜市戸塚区舞岡町２９－１５ 常　勤:    1チ・ファーマシー　代 交代 現存
     (薬       1)表取締役　三浦　英次 平21. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  873108,214.8 紀久薬局 〒244-0003 045-881-0016株式会社　紀久薬局　加藤　眞人 平21. 8. 1 薬局
     戸薬214 横浜市戸塚区戸塚町４０８２－１常　勤:    2代表取締役　加藤　眞 組織変更 現存
     (薬       2)人 平21. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  874108,215.5 ひまわり薬局 〒244-0817 045-866-1447株式会社　エス・ケイ横山　幸雄 平21.10. 1 薬局
     戸薬215 横浜市戸塚区吉田町８９４－１ 常　勤:    2　代表取締役　横山　 交代 現存
     (薬       2)幸雄 平21.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  875108,216.3 新成堂薬局　原宿店 〒245-0063 045-392-5595株式会社　新成堂　代深尾　樹里 平21.11. 1 薬局
     戸薬216 横浜市戸塚区原宿３－１－１３ダ常　勤:    1表取締役　新関　一成 新規 現存
     イマルビル１Ｆ (薬       1) 平21.11. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  876108,217.1 ハックドラッグ　サク〒244-0003 045-869-3589株式会社　ＣＦＳコー山下　房恵 平21.12. 1 薬局
     戸薬217 ラス戸塚薬局 横浜市戸塚区戸塚町４２５３－１常　勤:    6ポレーション　代表取 新規 現存
     サクラス戸塚１Ｆ (薬       6)締役　宮下　雄二 平21.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  877108,218.9 ウエルシア薬局　戸塚〒244-0813 045-820-3939ウエルシア薬局株式会池田　直子 平21.12. 1 薬局
     戸薬218 舞岡店 横浜市戸塚区舞岡町３６０５ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平21.12. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  878108,219.7 日本調剤　戸塚原宿薬〒245-0063 045-858-3150日本調剤株式会社　代山口　敦子 平21.12. 1 薬局
     戸薬219 局 横浜市戸塚区原宿４－１５－７栗常　勤:    3表取締役　三津原　博 交代 現存
     田ビル１Ｆ (薬       3) 平21.12. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  879108,221.3 カトウ薬局　東口店 〒244-0002 045-392-6168加藤　秀子 加藤　秀子 平22. 3. 1 薬局
     戸薬221 横浜市戸塚区矢部町１７ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平22. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  880108,222.1 ダイエー戸塚店薬局 〒244-0817 045-865-4033株式会社　ダイエー　田山　典子 平22. 3. 1 薬局
     戸薬222 横浜市戸塚区吉田町８８４ 常　勤:    3代表取締役　村井　正 新規 現存
     (薬       3)平 平22. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  881108,223.9 橋爪薬局 〒244-0003 045-864-1644株式会社　橋爪薬局　橋爪　宏幸 平22. 3. 2 薬局
     戸薬223 横浜市戸塚区戸塚町１４２ 常　勤:    1代表取締役　橋爪　宏 交代 現存
     (薬       1)幸 平22. 3. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  882108,225.4 紀久薬局　原宿店 〒245-0063 045-827-3826株式会社　紀久薬局　加藤　栄司 平22. 4. 1 薬局
     戸薬225 横浜市戸塚区原宿５－３３－６ 常　勤:    1代表取締役　加藤　眞 新規 現存
     (薬       1)人 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  883108,226.2 みらい薬局　汲沢店 〒245-0062 045-392-7390株式会社みらい　代表佐藤　弥生 平22. 4. 1 薬局
     戸薬226 横浜市戸塚区汲沢町４７４－４ 常　勤:    1取締役　伊島　政克 新規 現存
     (薬       1) 平22. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  884108,227.0 フラム薬局　戸塚 〒244-0816 045-392-8581株式会社　フラム　代鈴木　恭子 平22. 8. 1 薬局
     戸薬227 横浜市戸塚区上倉田町４８１－１常　勤:    1表取締役　高橋　裕見 新規 現存
     (薬       1)子 平22. 8. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  885108,228.8 クリエイト薬局　戸塚〒245-0066 045-858-1371株式会社　クリエイト 泉　拓也 平22. 8. 1 薬局
     戸薬228 俣野店 横浜市戸塚区俣野町１４０４－５常　勤:    3エス・ディー　代表取 新規 現存
     (薬       3)締役　廣瀨　泰三 平22. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  886108,229.6 ひばり薬局　戸塚東口〒244-0816 045-869-5185株式会社　パフモ　代川村　弥生 平22.11. 1 薬局
     戸薬229 店 横浜市戸塚区上倉田町４９８－１常　勤:    6表取締役　綿貫　英和 新規 現存
     １　第５吉本ビル１－Ａ (薬       6) 平22.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  887108,230.4 ひばり薬局　戸塚西口〒244-0003 045-382-9735株式会社　パフモ　代林　由美子 平23. 1. 1 薬局
     戸薬230 店 横浜市戸塚区戸塚町５０５６－４常　勤:    2表取締役　綿貫　英和 新規 現存
     (薬       2) 平23. 1. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
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  888108,231.2 ハートフル薬局 〒244-0003 045-869-6325株式会社　ライラック川畑　一石 平23. 6. 1 薬局
     戸薬231 横浜市戸塚区戸塚町１１８－１４常　勤:    6　代表取締役　藤本　 新規 現存
     　栄ビル１Ｆ１０１号室 (薬       6)智志 平23. 6. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  889108,232.0 株式会社　大島薬局大〒245-0063 045-390-0917株式会社　大島薬局　古谷　仁 平23. 6. 1 薬局
     戸薬232 正店 横浜市戸塚区原宿４－１６－２ 常　勤:    3代表取締役　大島　成 新規 現存
     (薬       3)五 平23. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  890108,233.8 戸塚グリーン薬局 〒244-0003 045-410-7527村野調剤薬局株式会社村上　伸子 平26. 1.20 薬局
     戸薬233 横浜市戸塚区戸塚町１０５桐屋千常　勤:    2　代表取締役　村野　 移動 現存
     山閣ビル１Ｆ　１－Ｂ号室 (薬       2)光司 平26. 1.20
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  891108,235.3 ハックドラッグ戸塚汲〒245-0061 045-869-2091株式会社ＣＦＳコーポ倉員　智昭 平23.11. 1 薬局
     戸薬235 沢薬局 横浜市戸塚区汲沢１－２－８ 常　勤:    2レーション　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　宮下　雄二 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  892108,236.1 ドラッグセイムス東戸〒244-0805 045-828-2620株式会社富士薬品　代広木　基浩 平23.12. 1 薬局
     戸薬236 塚駅前薬局 横浜市戸塚区川上町９０－１アッ常　勤:    2表取締役　高柳　昌幸 新規 現存
     プル東戸塚ビル１Ｆ (薬       2) 平23.12. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  893108,237.9 いずみ薬局　東戸塚店〒245-0052 045-443-5165有限会社いずみ調剤薬源　邦子 平23.12. 1 薬局
     戸薬237 横浜市戸塚区秋葉町２８１－９ 常　勤:    1局　取締役　野原　康 新規 現存
     (薬       1)雄 平23.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  894108,238.7 コマファーマ 〒245-0061 045-443-5290行方　美知子 行方　美知子 平23.12. 1 薬局
     戸薬238 横浜市戸塚区汲沢１－１－１５ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平23.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  895108,239.5 チェリー薬局 〒244-0003 045-392-9966株式会社　チェリー　清家　邦生 平24. 2. 1 薬局
     戸薬239 横浜市戸塚区戸塚町１６－７加藤常　勤:    3代表取締役　清家　邦 新規 現存
     ビル２Ｆ (薬       3)生 平24. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  896108,241.1 クオール薬局トツカー〒244-0003 045-881-0845クオール株式会社　代倉岡　あすか 平24. 7. 1 薬局
     戸薬241 ナ店 横浜市戸塚区戸塚町１６－１　戸常　勤:    3表取締役　中村　勝 交代 現存
     塚西口共同ビル　Ｂ４０７ (薬       3) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  897108,242.9 クリエイト薬局戸塚原〒245-0063 045-858-2515株式会社クリエイトエ山﨑　啓之 平24.11. 1 薬局
     戸薬242 宿店 横浜市戸塚区原宿３－１４－１１常　勤:    2ス・ディー　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　廣瀨　泰三 平24.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  898108,243.7 まごころ薬局戸塚店 〒244-0003 045-443-8410有限会社ハートメディ髙井　仁志 平24.11. 1 薬局
     戸薬243 横浜市戸塚区戸塚町４７１０コー常　勤:    1カル　代表取締役　宇 新規 現存
     ラルファーム１Ｆ－１ (薬       1)多　洋一 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  899108,244.5 湘南薬品戸塚駅西口薬〒244-0003 045-870-2133株式会社　湘南薬品　石井　晶子 平25. 1.15 薬局
     戸薬244 局 横浜市戸塚区戸塚町１６－１戸塚常　勤:    1代表取締役　曾我　寿 新規 現存
     西口共同ビル３Ｆ (薬       1)裕 平25. 1.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  900108,245.2 はるかぜ薬局 〒244-0817 045-869-0777有限会社ファインロー星野　義明 平25. 3. 1 薬局
     戸薬245 横浜市戸塚区吉田町９３０－１ 常　勤:    2ド　代表取締役　齋藤 新規 現存
     (薬       2)　英樹 平25. 3. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  901108,246.0 ハックドラッグ戸塚区〒244-0003 045-869-6691株式会社ＣＦＳコーポ岩佐　真由美 平25. 4. 1 薬局
     戸薬246 役所薬局 横浜市戸塚区戸塚町１６－１７ 常　勤:    2レーション　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　宮下　雄二 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  902108,247.8 フィットケアエクスプ〒244-0801 045-828-4552株式会社　カメガヤ　加藤　玲子 平25. 4. 9 薬局
     戸薬247 レス東戸塚店薬局 横浜市戸塚区品濃町５１５－１ニ常　勤:    1代表取締役　鈴木　滋 新規 現存
     ューシティ東戸塚南の街１号館１(薬       1)雄 平25. 4. 9
     ０７号室 非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  903108,248.6 あけぼの薬局　舞岡店〒244-0813 045-489-3551株式会社本木薬局　代石田　友希 平25. 5. 1 薬局
     戸薬248 横浜市戸塚区舞岡町３４１０ 常　勤:    2表取締役　池田　直孝 交代 現存
     (薬       2) 平25. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  904108,249.4 みなみ薬局新戸塚店 〒245-0062 045-350-4023株式会社東京みなみ薬秋山　和彦 平25. 6. 3 薬局
     戸薬249 横浜市戸塚区汲沢町８０－２ 常　勤:    1局　代表取締役　田仲 交代 現存
     (薬       1)　義弘 平25. 6. 3
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  905108,250.2 さくらんぼ薬局 〒244-0003 045-881-9901一般社団法人メディホ佐久間　誠 平25. 7. 1 薬局
     戸薬250 横浜市戸塚区戸塚町３８８４－１常　勤:    2ープかながわ　代表理 交代 現存
     (薬       2)事　木村　久美子 平25. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  906310,060.9 つる薬局 〒233-0001 045-844-7785鶴田　恵子 鶴田　恵子 平 6.11. 1 薬局
     港南薬60 横浜市港南区上大岡東２－３－１常　勤:    1 移動 現存
     ４ (薬       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  907310,094.8 株式会社大村薬局野庭〒234-0056 045-844-5598株式会社大村薬局　代小野寺　瑠衣 昭49. 2.15 薬局
     港南薬94 支店 横浜市港南区野庭町６１０ 常　勤:    1表取締役　大村　真琴 現存
     (薬       1) 平22. 2.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  908310,098.9 大塚薬局 〒233-0006 045-822-8874有限会社　大塚薬局　大塚　圭一 平 9. 5. 1 薬局
     港南薬98 横浜市港南区芹が谷１－１２－２常　勤:    1代表取締役　大塚　圭 移動 現存
     １ (薬       1)一 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  909310,102.9 サカイヤ薬局　港南台〒234-0054 045-832-7411株式会社サカイヤ　代山本　節子 平18. 5.15 薬局
     港南薬102 店 横浜市港南区港南台３－４－４０常　勤:    5表取締役　渡辺　邦夫 移動 現存
     (薬       5) 平24. 5.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  910310,110.2 辻薬局 〒234-0055 045-891-5544辻　暁子 辻　暁子 昭54. 3.15 薬局
     港南薬110 横浜市港南区日野南５－４８－９常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平24. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  911310,113.6 有限会社　松崎薬局 〒233-0016 045-822-4566有限会社　松崎薬局　松﨑　德親 平11. 1. 1 薬局
     港南薬113 横浜市港南区下永谷３－７－１１常　勤:    1代表取締役　松﨑　德 移動 現存
     (薬       1)親 平23. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  912310,116.9 有限会社ゆたか薬局 〒233-0012 045-844-2440有限会社ゆたか薬局　渡辺　京子 昭55. 9. 1 薬局
     港南薬116 横浜市港南区上永谷３－１７－２常　勤:    3代表取締役　川上　知 現存
     ３ (薬       3)嗣 平22. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  913310,133.4 （株）秋本薬局港南台〒234-0054 045-832-4390株式会社秋本薬局　代柏手　一臣 昭60.10.15 薬局
     港南薬133 店 横浜市港南区港南台９－２８－１常　勤:    8表取締役　秋本　善次 現存
     ２　高橋ビル (薬       8)郎 平24.10.15
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  914310,137.5 株式会社　横井薬局上〒233-0002 045-842-0496（株）横井薬局　代表横井　千代子 昭61. 5.15 薬局
     港南薬137 大岡店 横浜市港南区上大岡西１－１７－常　勤:    3取締役　横井　平 現存
     ２８ (薬       3) 平22. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  915310,143.3 有限会社ファーマシー〒233-0013 045-844-7531有限会社ファーマシー三沢　喜彦 昭62. 5. 1 薬局
     港南薬143 丸山台 横浜市港南区丸山台２－３５－１常　勤:    3丸山台　取締役　三沢 現存
     (薬       3)　喜彦 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  916310,145.8 福寿堂薬局 〒233-0002 045-845-5507有限会社上大岡漢方堂渡邊　政幸 平 7. 4. 2 薬局
     港南薬145 横浜市港南区上大岡西２－９－１常　勤:    1薬局　代表取締役　渡 移動 現存
     ０ＧＳハイム上大岡２１０号 (薬       1) 　政幸 平22. 4. 2
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  917310,153.2 有限会社上永谷薬局 〒233-0012 045-845-2915有限会社上永谷薬局　奥田　博子 平元.11. 1 薬局
     港南薬153 横浜市港南区上永谷２－１１－１常　勤:    2代表取締役　川村　雅 現存
     －１１４ (薬       2)啓 平22.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  918310,156.5 美身堂薬局 〒234-0055 045-845-6787株式会社サン薬局　代奈良　泰博 平 2.11. 1 薬局
     港南薬156 横浜市港南区日野南５－９－４ 常　勤:    2表取締役　奈良　秀一 現存
     (薬       2) 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  919310,157.3 サン薬局港南台駅前店〒234-0054 045-831-1506株式会社サン薬局　代古橋　一夫 平 2.11. 1 薬局
     港南薬157 横浜市港南区港南台４－７－２９常　勤:    2表取締役　奈良　秀一 現存
     (薬       2) 平23.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  920310,158.1 エンゼル・ファーマシ〒233-0013 045-841-3568株式会社サン薬局　代金森　雅子 平 2.11. 1 薬局
     港南薬158 ー 横浜市港南区丸山台３－４０－８常　勤:    2表取締役　奈良　秀一 現存
     (薬       2) 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  921310,159.9 サン薬局港南台店 〒234-0054 045-831-2005株式会社サン薬局　代横田　真行 平 2.11. 8 薬局
     港南薬159 横浜市港南区港南台５－６－３７常　勤:    3表取締役　奈良　秀一 現存
     (薬       3) 平23.11. 8
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  922310,160.7 港南台大江薬局 〒234-0054 045-834-1774株式会社メディカル五桃井　のり子 平 3. 2.15 薬局
     港南薬160 横浜市港南区港南台３－４－１９常　勤:    3大　代表取締役　一澤 現存
     (薬       3)　美起代 平24. 2.15
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  923310,164.9 ひまわり薬局 〒234-0054 045-831-8267株式会社サン薬局　代佐藤　久子 平 4.11.15 薬局
     港南薬164 横浜市港南区港南台１－４７－１常　勤:    1表取締役　奈良　秀一 現存
     １ (薬       1) 平22.11.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  924310,168.0 みどり調剤薬局 〒234-0054 045-831-1131有限会社　ケーエムエ東江　明子 平 5.11. 1 薬局
     港南薬168 横浜市港南区港南台７－８－５０常　勤:    2フ　代表取締役　伊藤 新規 現存
     (薬       2)　邦康 平23.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
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  925310,172.2 日野薬局 〒234-0051 045-842-8467有限会社日野薬局　代東　博子 平 6. 3. 1 薬局
     港南薬172 横浜市港南区日野９－４４－２１常　勤:    2表取締役　川崎　元彦 組織変更 現存
     (薬       2) 平24. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  926310,173.0 日野薬局上野庭店 〒234-0056 045-841-9399有限会社日野薬局　代東　良三 平 6. 3. 1 薬局
     港南薬173 横浜市港南区野庭町６７６－４ 常　勤:    1表取締役　川崎　元彦 組織変更 現存
     (薬       1) 平24. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  927310,175.5 ハックドラッグ港南台〒234-0054 045-830-1089株式会社　ＣＦＳコー小澤　純子 平 7. 4.15 薬局
     港南薬175 薬局 横浜市港南区港南台３－３－１港常　勤:    5ポレーション　代表取 新規 現存
     南台２１４ビル１０４ (薬       5)締役　宮下　雄二 平22. 4.15
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  928310,176.3 間宮薬局 〒233-0013 045-845-3381間宮　多賀子 間宮　多賀子 平 7. 5.15 薬局
     港南薬176 横浜市港南区丸山台３－２１－２常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平22. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  929314,000.1 クリエイト薬局上永谷〒233-0013 045-840-5605株式会社クリエイトエ石﨑　のぞみ 平25.12. 1 薬局
     港南薬4000 駅前店 横浜市港南区丸山台１－１５－２常　勤:    2ス・ディー　代表取締 新規 現存
     ８マルエイビル１Ｆ (薬       2)役　廣瀨　泰三 平25.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  930314,001.9 でんえん調剤薬局上大〒233-0002 045-846-8867株式会社ファーマみら秋本　惇 平25.11. 1 薬局
     港南薬4001 岡店 横浜市港南区上大岡西１－１９－常　勤:    5い　代表取締役　佃　 交代 現存
     １７ (薬       5)敏之 平25.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  931314,002.7 たから薬局港南店 〒234-0051 045-353-7880株式会社弘明堂　代表楠田　亙 平26. 7. 1 薬局
     港南薬4002 横浜市港南区日野５－３－４ 常　勤:    1取締役　楠田　亙 交代 現存
     (薬       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  932314,003.5 癒しの森薬局 〒234-0054 045-367-9740株式会社トライスター河原　一訓 平26. 9. 1 薬局
     港南薬4003 横浜市港南区港南台５－１５－１常　勤:    1　代表取締役　鳥海　 新規 現存
     ５ (薬       1)桂司 平26. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  933318,178.1 上大岡薬局 〒233-0002 045-845-8845株式会社　トラスト　西谷　幸子 平 8. 4. 1 薬局
     港南薬178 横浜市港南区上大岡西３－１６－常　勤:    1代表取締役　金子　貴 新規 現存
     ２ (薬       1)一 平23. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  934318,182.3 玄和堂薬局横浜店 〒233-0002 045-848-7600有限会社　寺師玄和堂森山　祐子 平 8. 9.15 薬局
     港南薬182 横浜市港南区上大岡西１－６－１常　勤:    2横浜　代表取締役　寺 新規 現存
     京急百貨店６Ｆ (薬       2)師　三千彦 平23. 9.15
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  935318,190.6 すずらん薬局 〒233-0002 045-845-8823株式会社　サン薬局　津島　春子 平21.10. 1 薬局
     港南薬190 横浜市港南区上大岡西２－３－１常　勤:    2代表取締役　奈良　秀 移動 現存
     (薬       2)一 平21.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  936318,192.2 あおば薬局 〒233-0002 045-848-2281株式会社　わかば　代髙橋　雄大 平12. 7. 1 薬局
     港南薬192 横浜市港南区上大岡西２－８－２常　勤:    4表取締役　杉本　年光 移動 現存
     ０ (薬       4) 平24. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  937318,193.0 大久保薬局 〒233-0007 045-847-0518株式会社　わかば　代梅澤　佳子 平10. 8. 1 薬局
     港南薬193 横浜市港南区大久保２－１６－３常　勤:    1表取締役　杉本　年光 組織変更 現存
     ９ (薬       1) 平22. 8. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  938318,194.8 サン薬局上永谷支店 〒233-0013 045-847-3389株式会社　サン薬局　蒲谷　茂孝 平10. 8.15 薬局
     港南薬194 横浜市港南区丸山台１－１３－２常　勤:    4代表取締役　奈良　秀 新規 現存
     ０ (薬       4)一 平22. 8.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  939318,195.5 ナレッジファーマシー〒233-0015 045-820-6623有限会社　ナレッジ　江口　真一 平10. 9.15 薬局
     港南薬195 横浜市港南区日限山１－５７－４常　勤:    3取締役　野澤　充 新規 現存
     ０ (薬       3) 平22. 9.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  940318,196.3 オオミ薬局 〒234-0054 045-834-1660有限会社近江　代表取長谷川　恭子 平16. 1. 1 薬局
     港南薬196 横浜市港南区港南台７－４２－３常　勤:    3締役　木村　文彦 移動 現存
     ０サンライズ港南台１－Ｅ (薬       3) 平22. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  941318,197.1 有限会社近江　オオミ〒234-0051 045-840-3750有限会社　近江　代表寺沢　清美 平11. 3.15 薬局
     港南薬197 薬局日野店 横浜市港南区日野８－８－７清水常　勤:    2取締役　木村　文彦 新規 現存
     橋ビル１Ｆ (薬       2) 平23. 3.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  942318,199.7 サカエファーマシー日〒233-0015 045-847-1753有限会社　栄商事　代甲斐　紀行 平11.10.15 薬局
     港南薬199 限山店 横浜市港南区日限山２－１－３３常　勤:    2表取締役　岩崎　裕昭 新規 現存
     日限山開成ビル１Ｆ (薬       2) 平23.10.15
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  943318,201.1 パンダ薬局 〒233-0016 045-827-1580株式会社　わかば　代笹川　賢一 平12. 6. 1 薬局
     港南薬201 横浜市港南区下永谷５－８１－８常　勤:    5表取締役　杉本　年光 新規 現存
     (薬       5) 平24. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  944318,202.9 桜台薬局 〒233-0011 045-825-8050有限会社　上大岡漢方荒川　みち子 平12. 6. 1 薬局
     港南薬202 横浜市港南区東永谷１－１－２０常　勤:    1堂薬局　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)渡邊　政幸 平24. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  945318,204.5 薬局マツモトキヨシ上〒233-0002 045-846-1011株式会社　マツモトキ倉持　英智 平12. 9. 1 薬局
     港南薬204 大岡京急駅ビル店 横浜市港南区上大岡西１－６－１常　勤:    5ヨシ　代表取締役　松 新規 現存
     (薬       5)本　清雄 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  946318,205.2 薬局マツモトキヨシ上〒233-0013 045-846-2020株式会社　マツモトキ高沢　茂昭 平12.10. 1 薬局
     港南薬205 永谷店 横浜市港南区丸山台３－１－７ 常　勤:    6ヨシ　代表取締役　松 新規 現存
     (薬       6)本　清雄 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  947318,208.6 ハックドラッグ港南台〒234-0054 045-830-1691株式会社　ＣＦＳコー大久保　亮平 平13. 7. 1 薬局
     港南薬208 駅前薬局 横浜市港南区港南台４－１－３ 常　勤:    4ポレーション　代表取 新規 現存
     (薬       4)締役　宮下　雄二 平25. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  948318,210.2 ヤマグチ薬局港南台店〒234-0054 045-836-2267株式会社　ヤマグチ薬伊山　礼美 平13.10. 1 薬局
     港南薬210 横浜市港南区港南台６－３３－３常　勤:    1局　代表取締役　山口 新規 現存
     ４ (薬       1)　重雄 平25.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  949318,211.0 パルス薬局 〒234-0054 045-835-2166株式会社　パルス　代田中　美枝子 平13.12.15 薬局
     港南薬211 横浜市港南区港南台４－７－１１常　勤:    1表取締役　田中　聡 新規 現存
     (薬       1) 平25.12.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  950318,212.8 メデ薬局 〒233-0007 045-847-5967有限会社　トライ　代金森　備子 平14. 1. 1 薬局
     港南薬212 横浜市港南区大久保２－７－１８常　勤:    3表取締役　石井　富夫 新規 現存
     (薬       3) 平26. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  951318,213.6 コアラ薬局 〒234-0052 045-849-2611株式会社　生活習慣病中村　敏子 平14. 4. 1 薬局
     港南薬213 横浜市港南区笹下３－１１－１５常　勤:    3医学研究所　代表取締 新規 現存
     (薬       3)役　三井　勝秋 平26. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  952318,214.4 ダイエー港南台店薬局〒234-0054 045-831-2866株式会社　ダイエー　長畑　陽子 平14. 4.15 薬局
     港南薬214 横浜市港南区港南台３－１－２ 常　勤:    9代表取締役　村井　正 新規 現存
     (薬       9)平 平26. 4.15
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  953318,216.9 すずらん薬局 〒234-0052 045-845-2555株式会社　スター・シ大城　千賀子 平14.10. 1 薬局
     港南薬216 横浜市港南区笹下２－２０－３５常　勤:    1ステム　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)脇　一博 平26.10. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  954318,217.7 ミネ薬局上大岡店 〒233-0001 045-842-4045ミネ医薬品株式会社　山本　悠二 平14.11. 1 薬局
     港南薬217 横浜市港南区上大岡東１－９－１常　勤:    3代表取締役　鉢嶺　清 新規 現存
     ０プリーズＩ・Ｋビル１Ｆ (薬       3) 平26.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  955318,218.5 上大岡ファーマシー 〒233-0001 045-840-6295有限会社　トライ　代市道　春幸 平15. 1. 1 薬局
     港南薬218 横浜市港南区上大岡東２－３－１常　勤:    2表取締役　石井　富夫 新規 現存
     １ (薬       2) 平21. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  956318,220.1 ミネ薬局カミオ店 〒233-0002 045-843-6214ミネ医薬品株式会社　 屋　美里 平15.12. 1 薬局
     港南薬220 横浜市港南区上大岡西１－１５－常　勤:    3代表取締役　鉢嶺　清 新規 現存
     １カミオ２０５ (薬       3) 平21.12. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  957318,222.7 セブンス薬局　港南台〒234-0054 045-830-6501株式会社　セカンドセ渡辺　哲也 平16. 5. 1 薬局
     港南薬222 店 横浜市港南区港南台４－２４－１常　勤:    1ブン　代表取締役　星 新規 休止
     (薬       1)野　律子 平22. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  958318,223.5 田辺薬局　港南中央店〒233-0004 045-849-2175有限会社ケイアイファ澤村　隆志 平16. 7. 1 薬局
     港南薬223 横浜市港南区港南中央通１３－２常　勤:    6ーマシー　取締役　石 新規 現存
     ４ (薬       6)渡　宏衛 平22. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  959318,224.3 すばる中央薬局港南店〒233-0003 045-840-0345株式会社エルマノ　代西　博文 平16. 9. 1 薬局
     港南薬224 横浜市港南区港南２－２－２１ 常　勤:    5表取締役　野間　智彦 新規 現存
     (薬       5) 平22. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  960318,225.0 港南薬局 〒233-0002 045-842-1545神保　克子 神保　克子 平16.10. 1 薬局
     港南薬225 横浜市港南区上大岡西２－６－２常　勤:    1 新規 現存
     ９ (薬       1) 平22.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  961318,226.8 カレン薬局南横浜店 〒233-0002 045-841-8477有限会社アルファプラ爲我井　健一 平17. 1. 1 薬局
     港南薬226 横浜市港南区上大岡西２－１－１常　勤:    1ンニング　代表取締役 新規 現存
     ９ (薬       1)　田村　伸一 平23. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  962318,227.6 オリーブ薬局 〒234-0056 045-843-2931有限会社天野薬局　代天野　隆 平17. 5. 1 薬局
     港南薬227 横浜市港南区野庭町９８第一寿荘常　勤:    1表取締役　天野　隆 新規 現存
     １０１ (薬       1) 平23. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  963318,230.0 ひとみ薬局 〒233-0013 045-848-0325有限会社サルートメデ田山　祥子 平25.11.23 薬局
     港南薬230 横浜市港南区丸山台３－２－１ 常　勤:    2ィカ　代表取締役　古 移動 現存
     (薬       2)谷　嘉弘 平25.11.23
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  964318,231.8 ポピー薬局　上大岡店〒233-0007 045-845-2785株式会社　アヴァンス浅野目　岬子 平18. 8. 1 薬局
     港南薬231 横浜市港南区大久保２－１２－１常　勤:    2　代表取締役　浅野目 新規 現存
     ４ (薬       2)　正人 平24. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  965318,233.4 アポロ薬局 〒233-0016 045-828-4020有限会社　アポロ　代菅原　聖嗣 平19. 1. 1 薬局
     港南薬233 横浜市港南区下永谷２－２８－１常　勤:    1表取締役　西木　伊佐 新規 現存
     ７ (薬       1)子 平25. 1. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  966318,235.9 ヒロ薬局 〒234-0054 045-835-0750株式会社　ヒロ　代表黒須　由紀子 平19. 5. 1 薬局
     港南薬235 横浜市港南区港南台３－１６－１常　勤:    2取締役　篠﨑　東宏 新規 現存
     (薬       2) 平25. 5. 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

［平成26年11月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成26年11月 4日作成   130 頁

  967318,237.5 フレンズ薬局 〒233-0013 045-841-7809株式会社　トライスタ金井　美穂子 平19. 7. 1 薬局
     港南薬237 横浜市港南区丸山台１－２－１　常　勤:    4ー　代表取締役　鳥海 新規 現存
     Ｌ－ウイング２Ｆ (薬       4)　桂司 平25. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  968318,238.3 ミチト薬局 〒234-0052 045-842-5811有限会社　寺師玄和堂中里　裕之 平19.10.15 薬局
     港南薬238 横浜市港南区笹下２－７－１２ 常　勤:    1横浜　代表取締役　寺 新規 現存
     (薬       1)師　三千彦 平25.10.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  969318,239.1 横浜薬局 〒233-0008 045-730-6750有限会社　トライ　代平林　正人 平19.11. 1 薬局
     港南薬239 横浜市港南区最戸１－４－１１ 常　勤:    4表取締役　石井　富夫 新規 現存
     (薬       4) 平25.11. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  970318,241.7 丸山台薬局 〒233-0013 045-846-1314株式会社　医学研究社柳田　寿美子 平19.12. 1 薬局
     港南薬241 横浜市港南区丸山台２－１８－５常　勤:    1　代表取締役　大崎　 組織変更 現存
     (薬       1)泰 平25.12. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  971318,242.5 正明堂薬局 〒233-0002 045-842-4720亀崎　ハル 亀崎　ハル 平20. 3.15 薬局
     港南薬242 横浜市港南区上大岡西３－３－１常　勤:    1 新規 現存
     ５ (薬       1) 平26. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  972318,243.3 アポロ薬局　港南台店〒234-0054 045-830-5950有限会社　アポロ　代梶谷　亜沙子 平20. 4. 1 薬局
     港南薬243 横浜市港南区港南台３－４－１ 常　勤:    1表取締役　西木　伊佐 新規 現存
     (薬       1)子 平26. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  973318,246.6 セブンス薬局　上大岡〒233-0002 045-848-1189有限会社　ファースト水田　洋子 平21. 4. 1 薬局
     港南薬246 店 横浜市港南区上大岡西１－１０－常　勤:    1セブン　代表取締役　 交代 現存
     １１ (薬       1)星野　律子 平21. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  974318,247.4 スターファーマシー　〒233-0007 045-840-2015株式会社　すたぁ薬局惠比壽　記衣 平21. 6. 1 薬局
     港南薬247 上大岡店 横浜市港南区大久保１－２０－５常　勤:    3　代表取締役　大塚　 交代 現存
     ７ (薬       3)吉史 平21. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  975318,248.2 めぐ薬局 〒234-0054 045-836-2184株式会社　エムシーデ兒玉　真理江 平21.11. 1 薬局
     港南薬248 横浜市港南区港南台２－７－７ 常　勤:    3ィー　代表取締役　小 新規 現存
     (薬       3)林　貫太郎 平21.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  976318,249.0 クリエイト薬局　港南〒234-0051 045-847-4466株式会社　クリエイト金房　真太郎 平21.11. 1 薬局
     港南薬249 日野店 横浜市港南区日野５－５－１ 常　勤:    3エス・ディー　代表取 新規 現存
     (薬       3)締役　廣瀨　泰三 平21.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  977318,250.8 ハーモニー薬局 〒233-0013 045-841-3222株式会社　トライスタ中村　直樹 平22. 4. 1 薬局
     港南薬250 横浜市港南区丸山台２－２－６ 常　勤:    5ー　代表取締役　鳥海 新規 現存
     (薬       5)　桂司 平22. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  978318,252.4 さくら薬局　横浜港南〒234-0054 045-831-1879クラフト株式会社　代福本　喜洋子 平22. 8. 1 薬局
     港南薬252 台店 横浜市港南区港南台４－１－１　常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     テスコビル　２Ｆ (薬       2) 平22. 8. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  979318,253.2 ハックドラッグ　港南〒234-0054 045-836-1282株式会社ＣＦＳコーポ金子　ひとみ 平22.11. 1 薬局
     港南薬253 台バーズⅠ薬局 横浜市港南区港南台３－１－３　常　勤:    5レーション　代表取締 新規 現存
     港南台バーズ１Ｆ (薬       5)役　宮下　雄二 平22.11. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  980318,254.0 ミナト薬局 〒233-0001 045-842-6884唐澤　正貴 唐澤　正貴 平23. 1. 1 薬局
     港南薬254 横浜市港南区上大岡東１－１１－常　勤:    3 交代 現存
     ２６　ＳＫビル１Ｆ (薬       3) 平23. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  981318,255.7 ホタカ薬局 〒234-0051 045-846-6007藤田　洋子 興嶺　恵美子 平23. 8. 1 薬局
     港南薬255 横浜市港南区日野８－１０－２７常　勤:    1 新規 現存
     　友金学園ビル１Ｆ (薬       1) 平23. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  982318,256.5 アルシニア調剤薬局 〒234-0052 045-370-7546株式会社アルシニア　吉光　百合子 平23.10. 1 薬局
     港南薬256 横浜市港南区笹下２－６－２０　常　勤:    1代表取締役　吉光　百 新規 現存
     ニューライフ青山１０２ (薬       1)合子 平23.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  983318,257.3 ながの薬局 〒233-0012 045-374-3336株式会社アペックス　長山　扶美子 平24. 1. 1 薬局
     港南薬257 横浜市港南区上永谷２－１１－１常　勤:    1代表取締役　阿部孝紀 新規 現存
     いずみプラザ上永谷１２０号 (薬       1) 平24. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  984318,259.9 みつや薬局 〒234-0052 045-848-2506株式会社　スター・シ神　みどり 平24. 1. 1 薬局
     港南薬259 横浜市港南区笹下２－４－１４ 常　勤:    1ステム　代表取締役　 交代 現存
     (薬       1)脇　一博 平24. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  985318,260.7 かもめ薬局 〒233-0011 045-825-1348株式会社　スター・シ喜多尾　恭子 平24. 1. 1 薬局
     港南薬260 横浜市港南区東永谷１－３３－１常　勤:    1ステム　代表取締役　 交代 現存
     ４ (薬       1)脇　一博 平24. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  986318,261.5 日本調剤　上大岡駅前〒233-0002 045-846-4992日本調剤株式会社　代井出　満貴 平24. 3. 1 薬局
     港南薬261 薬局 横浜市港南区上大岡西１－１２－常　勤:    5表取締役　三津原　博 交代 現存
     １１ (薬       5) 平24. 3. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  987318,262.3 日本調剤　上大岡薬局〒233-0002 045-846-2294日本調剤株式会社　代田治　史大 平24. 3. 1 薬局
     港南薬262 横浜市港南区上大岡西１－１６－常　勤:    5表取締役　三津原　博 交代 現存
     １７ (薬       5) 平24. 3. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  988318,263.1 港南堂薬局 〒234-0051 045-842-8355株式会社　葵調剤　代山本　明子 平24. 6. 1 薬局
     港南薬263 横浜市港南区日野９－１－１４ 常　勤:    2表取締役　太田　郁夫 交代 現存
     (薬       2) 平24. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  989318,264.9 日本調剤　上永谷駅前〒233-0013 045-849-1051日本調剤株式会社　代齋藤　由香理 平24. 9. 1 薬局
     港南薬264 薬局 横浜市港南区丸山台２－１－１鈴常　勤:    3表取締役　三津原　博 新規 現存
     栄ビル１Ｆ (薬       3) 平24. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  990318,266.4 のぞみ薬局 〒233-0002 045-844-6915株式会社あけぼの　代近田　真幸 平25. 1. 1 薬局
     港南薬266 横浜市港南区上大岡西２－９－２常　勤:    1表取締役　鈴木　孝雄 交代 現存
     ８ (薬       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  991318,267.2 アイ調剤薬局 〒234-0054 045-370-9800株式会社メディカル五一澤　正之 平25. 7. 1 薬局
     港南薬267 横浜市港南区港南台４－１６－１常　勤:    2大　代表取締役　一澤 新規 現存
     ４ (薬       2)　美起代 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  992318,268.0 さくら薬局　横浜芹が〒233-0006 045-828-1825クラフト株式会社　代井口　誠視 平25. 7. 1 薬局
     港南薬268 谷店 横浜市港南区芹が谷２－８－１１常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     芹が谷クリニックビル１Ｆ (薬       2) 平25. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  993318,269.8 菜の花薬局 〒233-0013 045-845-5786株式会社ライフフォー神保　哲也 平25. 8. 1 薬局
     港南薬269 横浜市港南区丸山台２－３－９エ常　勤:    1ス　代表取締役　神保 交代 現存
     クセレントヒルズ１０３ (薬       1)　哲也 平25. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  994320,046.6 株式会社石黒薬局 〒241-0032 045-951-2281株式会社石黒薬局　代波間　弥生 昭40. 5. 1 薬局
     旭薬46 横浜市旭区今宿東町９０１ 常　勤:    2表取締役　石黒　照章 現存
     (薬       2) 平22. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  995320,061.5 つくの薬品有限会社　〒241-0815 045-363-8341つくの薬品有限会社　備前　年世 昭49.10. 1 薬局
     旭薬61 つくの薬局 横浜市旭区中尾１－４８－７ 常　勤:    3代表取締役　備前　年 現存
     (薬       3)世 平22.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  996320,070.6 坪田薬局 〒241-0814 045-631-0501坪田　礼子 坪田　礼子 昭51. 8. 1 薬局
     旭薬70 横浜市旭区中沢２－８－２ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  997320,075.5 あさひ薬局　中沢店 〒241-0814 045-364-0581（株）あさひ薬局　代高木　恵子 昭52. 8. 1 薬局
     旭薬75 横浜市旭区中沢１－４６－３ 常　勤:    2表取締役　内田　康夫 現存
     (薬       2) 平22. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  998320,082.1 つかさ薬局 〒241-0021 045-953-8670株式会社　つかさ　代楠　真由美 昭53. 3. 1 薬局
     旭薬82 横浜市旭区鶴ケ峰本町１－３８－常　勤:    3表取締役　小島　文隆 現存
     １３ (薬       3) 平23. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  999320,083.9 クラヤ薬局 〒241-0831 045-351-7795清水　良男 清水　良男 昭53. 7. 1 薬局
     旭薬83 横浜市旭区左近山１１８６－６左常　勤:    2 現存
     近山団地７－１０－１０２ (薬       2) 平23. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1000320,084.7 左近山中央薬局 〒241-0831 045-351-4003有限会社　山一　代表薮田　洋介 平 8. 6.30 薬局
     旭薬84 横浜市旭区左近山１６－１左近山常　勤:    2取締役　河野　尚江 移動 現存
     団地１－３１－１１１ (薬       2) 平23. 6.30
     非常勤:    7
     (医       1)
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1001320,086.2 安井薬局 〒241-0816 045-365-0030有限会社　安井薬局　森　茂子 平12. 1. 6 薬局
     旭薬86 横浜市旭区笹野台１－５４－８佐常　勤:    1代表取締役　安井　敏 移動 現存
     々木マンション１０２ (薬       1)子 平24. 1. 6
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1002320,089.6 ひかり薬局 〒241-0005 045-954-2251有限会社ひかりメディ柏渕　和栄 昭56. 3.24 薬局
     旭薬89 横浜市旭区上白根１－１－１５ 常　勤:    1カル　代表取締役　植 現存
     (薬       1)松　篤 平23. 3.24
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1003320,098.7 有限会社四季美だるま〒241-0025 045-362-1102有限会社四季美だるま道　修二郎 昭56. 5.12 薬局
     旭薬98 薬局 横浜市旭区四季美台３７ 常　勤:    1薬局　代表取締役　道 現存
     (薬       1)　修二郎 平23. 5.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1004320,099.5 あゆみ薬局 〒241-0826 045-365-3335有限会社あゆみ薬局　吉田　登希子 昭56.11. 1 薬局
     旭薬99 横浜市旭区東希望が丘８３－５ 常　勤:    5代表取締役　山田　信 現存
     (薬       5)敏 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1005320,100.1 佐野薬局 〒241-0014 045-371-8835佐野　美佐子 佐野　美佐子 昭56.12. 1 薬局
     旭薬100 横浜市旭区市沢町６９４ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1006320,101.9 株式会社秋本薬局鶴ケ〒241-0022 045-953-3778株式会社秋本薬局　代齋藤　香央里 平15. 2. 3 薬局
     旭薬101 峰店 横浜市旭区鶴ケ峰１－１－８ 常　勤:    6表取締役　秋本　善次 移動 現存
     (薬       6)郎 平21. 2. 3
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1007320,111.8 有限会社さえだ薬局 〒241-0001 045-952-2626（有）さえだ薬局　代佐枝　祐治 昭59.12.15 薬局
     旭薬111 横浜市旭区上白根町８９１西ひか常　勤:    3表取締役　佐枝　祐治 現存
     りが丘団地１８－４－１０１ (薬       3) 平23.12.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1008320,112.6 あさひ薬局　鶴ヶ峰店〒241-0022 045-371-0193株式会社あさひ薬局　長谷川　寿美子 昭60. 6. 1 薬局
     旭薬112 横浜市旭区鶴ヶ峰２－６７－８ 常　勤:    4代表取締役　内田　康 現存
     (薬       4)夫 平24. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1009320,113.4 有限会社木須調剤薬局〒241-0825 045-391-6388有限会社木須調剤薬局柴田　知子 昭60. 6. 1 薬局
     旭薬113 横浜市旭区中希望が丘１３８－１常　勤:    3　代表取締役　松原　 現存
     (薬       3)憲幸 平24. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1010320,114.2 サン薬局 〒241-0821 045-365-5509合名会社二俣川調剤薬筒井　和世 昭60. 7.15 薬局
     旭薬114 横浜市旭区二俣川１－４５－５３常　勤:    2局　代表社員　徳永　 現存
     (薬       2)勲 平24. 7.15
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1011320,118.3 あさひ薬局　二俣川店〒241-0821 045-361-2448株式会社　あさひ薬局寺次　洋子 平19.12.17 薬局
     旭薬118 横浜市旭区二俣川１－５－５ 常　勤:    1　代表取締役　内田　 移動 現存
     (薬       1)康夫 平25.12.17
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1012320,123.3 白根調剤薬局 〒241-0005 045-951-1734合名会社二俣川調剤薬井野部　弥生 平24. 4. 1 薬局
     旭薬123 横浜市旭区白根５－１６－３１ 常　勤:    3局　代表社員　徳永　 移動 現存
     (薬       3)勲 平24. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1013320,124.1 タダノ薬局 〒241-0005 045-954-3750有限会社タダノ薬局　三門　夕子 昭63. 2. 1 薬局
     旭薬124 横浜市旭区白根３－２８－１ 常　勤:    1代表取締役　春日　実 現存
     (薬       1) 平24. 2. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1014320,136.5 ふたば薬局 〒241-0835 045-365-5037有限会社ふたば薬局　向井　秀人 平 2. 5. 1 薬局
     旭薬136 横浜市旭区柏町４７－６ 常　勤:   10代表取締役　向井　秀 現存
     (薬      10)人 平23. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1015320,137.3 有限会社　かのお薬局〒241-0022 045-373-6850有限会社　かのお薬局狩野尾　静子 平 2. 5.15 薬局
     旭薬137 横浜市旭区鶴ヶ峰１－７０－８ 常　勤:    1　代表取締役　狩野尾 現存
     (薬       1)　静子 平23. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1016320,139.9 ファースト薬局 〒241-0014 045-351-9632有限会社　ファースト宮生　峰子 平 9.12. 1 薬局
     旭薬139 横浜市旭区市沢町９９５－３５ 常　勤:    2薬品　代表取締役　田 移動 現存
     (薬       2)中　靜子 平21.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1017320,140.7 鶴ケ峰薬局 〒241-0022 045-373-6521有限会社鶴ケ峰薬局　大口　まさ 平 3. 2. 1 薬局
     旭薬140 横浜市旭区鶴ケ峰２－２１ 常　勤:    1代表取締役　中谷　祀 現存
     (薬       1)子 平24. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1018320,141.5 須田トビヒ薬局 〒241-0825 045-391-0971須田　成行 須田　裕子 平22. 5. 1 薬局
     旭薬141 横浜市旭区中希望が丘９４－５２常　勤:    2 移動 現存
     (薬       2) 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1019320,142.3 カワセ薬局　本店 〒241-0816 045-367-3570株式会社カワセ　代表金江　明美 平10. 5. 1 薬局
     旭薬142 横浜市旭区笹野台１－１－３７ 常　勤:    5取締役　川瀬　惠津子 移動 現存
     (薬       5) 平22. 5. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1020320,146.4 明日花薬局 〒241-0821 045-390-5063有限会社　明日花薬局池田　栄美 平 5.11.19 薬局
     旭薬146 横浜市旭区二俣川２－５８ 常　勤:    6　代表取締役　池田　 移動 現存
     (薬       6)栄美 平23.11.19
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1021320,149.8 ハックドラッグ若葉台〒241-0801 045-921-0897株式会社ＣＦＳコーポ鈴木　由美子 平26. 8.25 薬局
     旭薬149 薬局 横浜市旭区若葉台３－４－１ 常　勤:    4レーション　代表取締 移動 現存
     (薬       4)役　宮下　雄二 平26. 8.25
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1022320,150.6 株式会社　横浜調剤薬〒241-0801 045-922-3322株式会社　横浜調剤薬長曽部　葉子 平15. 2. 1 薬局
     旭薬150 局 横浜市旭区若葉台３－６－１ 常　勤:    7局　代表取締役　野呂 移動 現存
     (薬       7)　敦 平21. 2. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1023320,151.4 有限会社　近江調剤薬〒241-0826 045-391-3999有限会社　近江調剤薬海保　真一 平 6. 8. 1 薬局
     旭薬151 局 横浜市旭区東希望が丘２４２グリ常　勤:    1局　代表取締役　近江 新規 現存
     ーンコーポ三ッ境１Ｆ (薬       1)　信一郎 平24. 8. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1024320,152.2 なの花薬局　さちが丘〒241-0821 045-369-1667株式会社サンメディッ井上　尚子 平 6. 9. 1 薬局
     旭薬152 店 横浜市旭区二俣川１－１０－６７常　勤:    2ク　代表取締役　遠山 新規 現存
     (薬       2)　功 平24. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1025320,153.0 ハックドラッグ希望ヶ〒241-0825 045-360-8889株式会社　ＣＦＳコー梅原　崇詩 平 7. 7.15 薬局
     旭薬153 丘薬局 横浜市旭区中希望が丘９９－３第常　勤:    2ポレーション　代表取 新規 現存
     ５山庄ビル (薬       2)締役　宮下　雄二 平22. 7.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1026324,001.7 ひばり薬局 〒241-0821 045-365-1733株式会社ファーマみら中臺　雅子 平25.11. 1 薬局
     旭薬4001 横浜市旭区二俣川２－３６－３ 常　勤:    1い　代表取締役　佃　 交代 現存
     (薬       1)敏之 平25.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1027324,002.5 内田薬局二俣川駅前店〒241-0821 045-465-4083株式会社　内田薬局　星　博子 平25.12. 1 薬局
     旭薬4002 横浜市旭区二俣川１－５－５ 常　勤:    2代表取締役　内田　康 新規 現存
     (薬       2)夫 平25.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1028324,003.3 ひまわり薬局 〒241-0022 045-465-4976株式会社ＴＢＣ　代表葉山　南 平26. 4. 1 薬局
     旭薬4003 横浜市旭区鶴ケ峰１－２７－８ 常　勤:    1取締役　久川　芳三 新規 現存
     (薬       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1029324,004.1 たんぽぽ薬局二俣川店〒241-0814 045-459-9411株式会社エム・トゥ・小川　佐多夫 平26. 7. 1 薬局
     旭薬4004 横浜市旭区中沢１－４６－７　１常　勤:    2エム・コーポレーショ 新規 現存
     階Ａ (薬       2)ン　代表取締役　宮澤 平26. 7. 1
     非常勤:    2　孝全
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1030324,005.8 新成堂薬局中尾店 〒241-0815 045-459-6672株式会社新成堂　代表佐藤　富美江 平26. 8. 1 薬局
     旭薬4005 横浜市旭区中尾２－２－４ 常　勤:    1取締役　新関　一成 交代 現存
     (薬       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1031324,006.6 ココ第一薬局二俣川店〒241-0821 045-367-1095株式会社ココ第一薬品桑垣　久喜子 平26.11. 1 薬局
     旭薬4006 横浜市旭区二俣川１－４３ドン・常　勤:    1　代表取締役　浅野　 新規 現存
     キホーテ２Ｆ (薬       1)学 平26.11. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1032328,157.3 しらゆり薬局 〒241-0024 045-365-2070株式会社オールプラン五十嵐　愛 平14. 9. 1 薬局
     旭薬157 横浜市旭区本村町１０１－３ 常　勤:    2社　代表取締役　大下 移動 現存
     (薬       2)　新治 平26. 9. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1033328,158.1 有限会社　三ツ境薬局〒241-0816 045-366-0618有限会社　三ツ境薬局平本　千佳子 平 8.11.15 薬局
     旭薬158 横浜市旭区笹野台１－１－３８Ｋ常　勤:    8　代表取締役　平本　 新規 現存
     ＮＣビル壱番館 (薬       8)昭子 平23.11.15
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1034328,163.1 わかば薬局 〒241-0801 045-923-1223有限会社　ミッテルわ丁沢　美智子 平 9.11.15 薬局
     旭薬163 横浜市旭区若葉台１－３－１ 常　勤:    2かば　代表取締役　丁 新規 現存
     (薬       2)沢　美智子 平24.11.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1035328,164.9 株式会社石黒薬局　白〒241-0005 045-951-3781株式会社石黒薬局　代本村　大悟 平10. 6. 1 薬局
     旭薬164 根店 横浜市旭区白根４－１－１７ 常　勤:    1表取締役　石黒　照章 新規 現存
     (薬       1) 平22. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1036328,166.4 薬樹薬局　上白根 〒241-0002 045-959-1512薬樹　株式会社　代表猪狩　富夫 平10. 6. 1 薬局
     旭薬166 横浜市旭区上白根２－６６－２２常　勤:    4取締役　小森　雄太 新規 現存
     (薬       4) 平22. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1037328,167.2 都岡マリン薬局 〒241-0805 045-953-3611有限会社　ファースト越田　美穂 平10.12. 1 薬局
     旭薬167 横浜市旭区都岡町４２－１３ 常　勤:    4薬品　代表取締役　田 新規 現存
     (薬       4)中　静子 平22.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1038328,168.0 イカリ薬局 〒241-0825 045-391-0511有限会社　イカリ薬局佐々木　浩昭 平26. 4.21 薬局
     旭薬168 横浜市旭区中希望が丘１０１ 常　勤:    1　取締役　高橋　百合 移動 現存
     (薬       1)子 平26. 4.21
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1039328,169.8 あさひ薬局試験場前店〒241-0821 045-390-5522株式会社　あさひ薬局友國　早苗 平11. 9. 1 薬局
     旭薬169 横浜市旭区二俣川１－８６－８ 常　勤:    1　代表取締役　内田　 新規 現存
     (薬       1)康夫 平23. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1040328,171.4 シオン薬局 〒241-0803 045-959-1127有限会社　シオン　代中嶋　慈夫 平19. 7. 1 薬局
     旭薬171 横浜市旭区川井本町１１１－６ 常　勤:    3表取締役　安 　裕 移動 現存
     (薬       3) 平25. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1041328,172.2 内田薬局くぬぎ台店 〒241-0012 045-372-4733株式会社　内田薬局　山川　祥子 平12. 4. 1 薬局
     旭薬172 横浜市旭区西川島町１３８－３ 常　勤:    2代表取締役　内田　康 新規 現存
     (薬       2)夫 平24. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1042328,173.0 ふたば薬局二俣川店 〒241-0821 045-364-9982有限会社　ふたば薬局島津　美和 平12. 4. 1 薬局
     旭薬173 横浜市旭区二俣川２－２２－１ 常　勤:    1　代表取締役　向井　 新規 現存
     (薬       1)秀人 平24. 4. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1043328,174.8 トマト薬局希望が丘店〒241-0825 045-360-2347有限会社　メディカル向井　周子 平12. 6.15 薬局
     旭薬174 横浜市旭区中希望が丘２４６－５常　勤:    1トマト　代表取締役　 新規 現存
     エスポワール希望が丘１０１ (薬       1)佐藤　喜江 平24. 6.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1044328,177.1 クリエイトエス・ディ〒241-0816 045-360-6314株式会社　クリエイト上本　陽子 平13. 3.15 薬局
     旭薬177 ー横浜三ッ境店薬局 横浜市旭区笹野台１－１－４３ 常　勤:    7エス・ディー　代表取 新規 現存
     (薬       7)締役　廣瀨　泰三 平25. 3.15
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1045328,179.7 みつば薬局 〒241-0836 045-360-6155有限会社　ふたば薬局小野　眞知子 平13. 7.15 薬局
     旭薬179 横浜市旭区万騎が原１０５－６ 常　勤:    5　代表取締役　向井　 新規 現存
     (薬       5)秀人 平25. 7.15
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1046328,180.5 ココ第一薬局本店 〒241-0821 045-364-5529株式会社ココ第一薬品和田　弘 平14. 8.15 薬局
     旭薬180 横浜市旭区二俣川１－４５ 常　勤:    1　代表取締役　浅野　 新規 現存
     (薬       1)学 平26. 8.15
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1047328,181.3 木須薬局駅前店 〒241-0826 045-365-3717有限会社　木須調剤薬小澤　美香 平26. 8. 1 薬局
     旭薬181 横浜市旭区東希望が丘１０２ 常　勤:    3局　代表取締役　松原 移動 現存
     (薬       3)　憲幸 平26. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1048328,182.1 新成堂かみかわい薬局〒241-0802 045-920-0570株式会社　新成堂　代吉永　美代子 平14.10.15 薬局
     旭薬182 横浜市旭区上川井町５１０ 常　勤:    1表取締役　新関　一成 新規 現存
     (薬       1) 平26.10.15
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1049328,183.9 ベルーデ薬局 〒241-0005 045-958-0822有限会社　ベルーデ薬藤本　直樹 平14.10.15 薬局
     旭薬183 横浜市旭区白根５－１２－１ 常　勤:    2局　代表取締役　藤本 新規 現存
     (薬       2)　直樹 平26.10.15
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1050328,184.7 薬樹薬局　鶴ヶ峰 〒241-0022 045-381-6821薬樹株式会社　代表取小沼　優佳 平15.10. 1 薬局
     旭薬184 横浜市旭区鶴ケ峰２－２３－３奥常　勤:    5締役　小森　雄太 交代 現存
     村ビル１Ｆ (薬       5) 平21.10. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1051328,185.4 薬樹薬局　鶴ヶ峰駅前〒241-0022 045-382-3375薬樹株式会社　代表取伊藤　雅史 平15.10. 1 薬局
     旭薬185 店 横浜市旭区鶴ケ峰２－３０－１０常　勤:    5締役　小森　雄太 交代 現存
     ＭＤビル１Ｆ (薬       5) 平21.10. 1
     非常勤:   18
     (薬      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1052328,186.2 クリエイトエス・ディ〒241-0826 045-360-6353株式会社クリエイトエ幕田　陽子 平16. 4. 1 薬局
     旭薬186 ー横浜希望が丘店薬局横浜市旭区東希望が丘１０１－１常　勤:    5ス・ディー　代表取締 新規 現存
     ４ (薬       5)役　廣瀨　泰三 平22. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1053328,187.0 クリエイトエス・ディ〒241-0031 045-958-2861株式会社クリエイトエ飯沼　史行 平16. 6. 1 薬局
     旭薬187 ー横浜今宿店薬局 横浜市旭区今宿西町４７４－１ 常　勤:    5ス・ディー　代表取締 新規 現存
     (薬       5)役　廣瀨　泰三 平22. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1054328,188.8 市沢薬局 〒241-0014 045-352-6120有限会社イデール　代漆間　義一 平17. 2. 1 薬局
     旭薬188 横浜市旭区市沢町５８６－５２ 常　勤:    3表取締役　漆間　義一 新規 現存
     (薬       3) 平23. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1055328,189.6 有限会社　エース薬局〒241-0022 045-370-6351有限会社　エース薬局清水　奈穂美 平17. 5.15 薬局
     旭薬189 鶴ケ峰店 横浜市旭区鶴ケ峰２－２３－４ 常　勤:    1　代表取締役　清水　 新規 現存
     (薬       1)学 平23. 5.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1056328,190.4 さくら調剤旭薬局 〒241-0014 045-370-4810有限会社さくら薬品　室伏　禎乃 平25. 8. 1 薬局
     旭薬190 横浜市旭区市沢町３４６－２ 常　勤:    1代表取締役　福島　敏 移動 現存
     (薬       1) 平25. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1057328,192.0 二俣川薬局 〒241-0821 045-369-3691有限会社デュオン　代関根　宏 平18. 3.15 薬局
     旭薬192 横浜市旭区二俣川１－６－１二俣常　勤:    3表取締役　関根　宏 新規 現存
     川北口ビル１Ｆ (薬       3) 平24. 3.15
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1058328,193.8 あさひ薬局　二俣川駅〒241-0821 045-360-7338株式会社　あさひ薬局渡邉　浩司 平18. 7. 1 薬局
     旭薬193 前店 横浜市旭区二俣川１－５－３８Ｆ常　勤:    9　代表取締役　内田　 新規 現存
     Ｓビル１Ｆ (薬       9)康夫 平24. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1059328,195.3 ドラッグセイムス　二〒241-0821 045-366-4810株式会社　富士薬品　坊野　希 平18. 9. 1 薬局
     旭薬195 俣川薬局 横浜市旭区二俣川２－３８－４ 常　勤:    2代表取締役社長　高柳 交代 現存
     (薬       2)　昌幸 平24. 9. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1060328,201.9 白根薬局 〒241-0005 045-953-7736有限会社　アニメイト須藤　ひさ子 平19.12. 1 薬局
     旭薬201 横浜市旭区白根４－３３－１ 常　勤:    1　代表取締役　鈴木　 組織変更 現存
     (薬       1)元三郎 平25.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1061328,202.7 そうごう薬局　今宿店〒241-0031 045-951-1481総合メディカル　株式橋本　友香里 平20. 2. 1 薬局
     旭薬202 横浜市旭区今宿西町２８１ 常　勤:    3会社　代表取締役　田 新規 現存
     (薬       3)代　五男 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1062328,203.5 グリーン薬局 〒241-0022 045-370-6061株式会社　グリーンフ鮎川　裕太 平20. 4. 1 薬局
     旭薬203 横浜市旭区鶴ケ峰２－８２－１　常　勤:    3ァーマシー　代表取締 新規 現存
     ココロット鶴ヶ峰２０５号室 (薬       3)役　入江　聖子 平26. 4. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1063328,204.3 薬樹薬局　二俣川 〒241-0821 045-360-7805薬樹株式会社　代表取綾　優香 平20. 4. 1 薬局
     旭薬204 横浜市旭区二俣川１－５－５ＯＦ常　勤:    3締役　小森　雄太 組織変更 現存
     ＦＩＣＥ二俣川２　１Ｆ (薬       3) 平26. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1064328,205.0 パル薬局　鶴ケ峰店 〒241-0005 045-959-0135株式会社　Ｂｅａｎ　齊藤　綾子 平20. 5. 1 薬局
     旭薬205 横浜市旭区白根３－１６－１４ 常　勤:    1代表取締役　齊藤　綾 組織変更 現存
     (薬       1)子 平26. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1065328,206.8 ハックドラッグ鶴ヶ峰〒241-0022 045-370-0187株式会社ＣＦＳコーポ相沢　弘子 平20.10. 1 薬局
     旭薬206 薬局 横浜市旭区鶴ケ峰２－８２－１　常　勤:    5レーション　代表取締 新規 現存
     ココロット鶴ヶ峰１Ｆ (薬       5)役　宮下　雄二 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1066328,210.0 明日花薬局　２ 〒241-0821 045-390-5070有限会社　明日花薬局池田　勉 平21. 4. 1 薬局
     旭薬210 横浜市旭区二俣川２－５６ 常　勤:    2　代表取締役　池田　 新規 現存
     (薬       2)栄美 平21. 4. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
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 1067328,211.8 薬局たんぽぽ 〒241-0825 045-360-7543大藏　多惠子 大藏　和明 平21. 5. 1 薬局
     旭薬211 横浜市旭区中希望が丘１００－４常　勤:    1 交代 現存
     センタービル２Ｆ (薬       1) 平21. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1068328,212.6 カワセ薬局　希望が丘〒241-0825 045-369-7137株式会社　カワセ　代新倉　久美子 平21. 6. 1 薬局
     旭薬212 店 横浜市旭区中希望が丘９４－２２常　勤:    1表取締役　川瀬　惠津 新規 現存
     －１ (薬       1)子 平21. 6. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1069328,213.4 かもめ薬局 〒241-0816 045-360-2177株式会社　エムシーデ小森　聖衣子 平22. 1. 1 薬局
     旭薬213 横浜市旭区笹野台１－３１－６ 常　勤:    1ィー　代表取締役　小 新規 現存
     (薬       1)林　貫太郎 平22. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1070328,214.2 スマイル薬局　二俣川〒241-0821 045-362-3443有限会社　サポートサ大久保　恭子 平22. 3. 1 薬局
     旭薬214 店 横浜市旭区二俣川２－５８－１ 常　勤:    3ービス　代表取締役　 新規 現存
     (薬       3)内藤　毅 平22. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1071328,215.9 株式会社秋本薬局鶴ヶ〒241-0021 045-958-2340株式会社　秋本薬局　秋本　愛子 平22. 4. 1 薬局
     旭薬215 峰２号店 横浜市旭区鶴ケ峰本町１－２－１常　勤:    3代表取締役　秋本　善 新規 現存
     ７ (薬       3)次郎 平22. 4. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1072328,216.7 さくら薬局　横浜二俣〒241-0821 045-369-1481クラフト株式会社　代木村　裕 平22. 4. 1 薬局
     旭薬216 川店 横浜市旭区二俣川１－４５－４１常　勤:    4表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     関本ビル１Ｆ (薬       4) 平22. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1073328,217.5 さくら薬局　横浜鶴ヶ〒241-0022 045-381-6547クラフト株式会社　代佐藤　きえ 平22. 4. 1 薬局
     旭薬217 峰店 横浜市旭区鶴ヶ峰１－２０－１０常　勤:    4表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     (薬       4) 平22. 4. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1074328,218.3 旭区薬事保健センター〒241-0821 045-442-5090一般社団法人旭区薬事松田　勤 平22. 7. 1 薬局
     旭薬218 　あさがお薬局 横浜市旭区二俣川１－８８－２４常　勤:    1保健センター　代表理 新規 現存
     (薬       1)事　向井　秀人 平22. 7. 1
     非常勤:   43
     (薬      43)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1075328,219.1 日本調剤　中尾薬局 〒241-0815 045-369-7251日本調剤株式会社　代石川　健司郎 平22.11. 1 薬局
     旭薬219 横浜市旭区中尾２－２－２１ 常　勤:    1表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       1) 平22.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1076328,220.9 コガ薬局西店 〒241-0825 045-364-0232株式会社　コガ薬局　佐護　和子 平22.11. 1 薬局
     旭薬220 横浜市旭区中希望が丘１１１ 常　勤:    2代表取締役　佐護　和 交代 現存
     (薬       2)子 平22.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1077328,221.7 カワセ薬局　ひかりが〒241-0001 045-952-3663株式会社　カワセ　代波多野　智宏 平22.12. 1 薬局
     旭薬221 丘店 横浜市旭区上白根町８９１　西ひ常　勤:    2表取締役　川瀬　惠津 新規 現存
     かりが丘団地１８－３号棟　１０(薬       2)子 平22.12. 1
     ２ 非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1078328,222.5 なつめ薬局 〒241-0814 045-489-8217株式会社　本木薬局　川北　哲也 平23. 3. 1 薬局
     旭薬222 横浜市旭区中沢３－２１－２０ 常　勤:    2代表取締役　池田　直 交代 現存
     (薬       2)孝 平23. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1079328,223.3 カワセ薬局　寿店 〒241-0816 045-360-2217株式会社　カワセ　代牧　絵梨子 平23. 4. 1 薬局
     旭薬223 横浜市旭区笹野台１－７－２２－常　勤:    1表取締役　川瀬　惠津 新規 現存
     １ (薬       1)子 平23. 4. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1080328,225.8 メイプル四季薬局 〒241-0011 045-373-3036株式会社　ファーコス八谷　一徳 平24. 1. 1 薬局
     旭薬225 横浜市旭区川島町１７１６ 常　勤:    6　代表取締役　島田　 交代 現存
     (薬       6)光明 平24. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1081328,226.6 日本調剤　二俣川薬局〒241-0821 045-360-6720日本調剤株式会社　代庄司　智一 平24. 8. 1 薬局
     旭薬226 横浜市旭区二俣川１－４５－４３常　勤:    1表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1082328,227.4 健ナビ薬樹薬局　希望〒241-0825 045-360-8903薬樹健ナビ株式会社　児山　直樹 平24. 9. 1 薬局
     旭薬227 ヶ丘 横浜市旭区中希望が丘１３２高橋常　勤:    2代表取締役　金指　伴 交代 現存
     ビル (薬       2)哉 平24. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1083328,228.2 リーフ薬局上白根 〒241-0002 045-444-8320株式会社リーフ薬局　北澤　伸一 平24.10. 1 薬局
     旭薬228 横浜市旭区上白根１－９－１ 常　勤:    2代表取締役　瀨戸　卓 交代 現存
     (薬       2) 平24.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1084328,229.0 クリエイト薬局旭南本〒241-0833 045-355-1033株式会社クリエイトエ 井　祐太 平25. 4. 1 薬局
     旭薬229 宿店 横浜市旭区南本宿町３４－１ 常　勤:    1ス・ディー　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　廣瀨　泰三 平25. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1085328,230.8 百木薬局 〒241-0816 045-391-6067百木薬局株式会社　代百木　美代子 平25. 6. 1 薬局
     旭薬230 横浜市旭区笹野台１－２０－１０常　勤:    1表取締役　百木　美代 交代 現存
     (薬       1)子 平25. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1086330,050.6 有限会社　近藤薬局 〒226-0027 045-981-0121有限会社　近藤薬局　巴　香壽子 平11. 4. 1 薬局
     緑薬50 横浜市緑区長津田４－１－２２ 常　勤:    2代表取締役　巴　香壽 移動 現存
     (薬       2)子 平23. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1087330,059.7 有限会社　新治薬局 〒226-0013 045-931-1150有限会社新治薬局　代関口　宏 平25. 3.18 薬局
     緑薬59 横浜市緑区寺山町７１ 常　勤:    2表取締役　関口　宏 移動 現存
     (薬       2) 平25. 3.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1088330,075.3 くすりのサニタ　竹山〒226-0005 045-933-3033株式会社サニタ　代表平本　伊月 昭47. 7. 1 薬局
     緑薬75 店 横浜市緑区竹山３－１－８ 常　勤:    5取締役　津田　康徳 現存
     (薬       5) 平23. 7. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1089330,094.4 ファミリー薬局 〒226-0004 045-934-0316半場　弘子 半場　弘子 昭52.11. 1 薬局
     緑薬94 横浜市緑区鴨居５－２１－５ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1090330,101.7 有限会社　中山薬局 〒226-0011 045-931-5531（有）中山薬局　代表神林　時中 昭54. 2. 1 薬局
     緑薬101 横浜市緑区中山町１６０ 常　勤:    1取締役　神林　時中 現存
     (薬       1) 平24. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1091330,150.4 薬樹薬局　長津田 〒226-0027 045-982-2324薬樹株式会社　代表取義田　督 平10. 7. 1 薬局
     緑薬150 横浜市緑区長津田５－３－３４サ常　勤:    3締役　小森　雄太 その他 現存
     ンエースビル１Ｆ (薬       3) 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1092330,152.0 緑野薬局 〒226-0011 045-931-7161（株）ロコム　代表取齊藤　聖子 昭63. 4. 1 薬局
     緑薬152 横浜市緑区中山町３０５－２０ 常　勤:    2締役　三河　ひとみ 現存
     (薬       2) 平24. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1093330,162.9 フレンド調剤薬局 〒226-0025 045-984-7104有限会社ロングス　代小倉　美加 平10. 3. 1 薬局
     緑薬162 横浜市緑区十日市場町８２１－１常　勤:    2表取締役　長井　章 移動 現存
     －１Ｃ (薬       2) 平22. 3. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1094330,171.0 いこい薬局 〒226-0003 045-932-6591有限会社　オムス企画橘　友香 平14.12. 1 薬局
     緑薬171 横浜市緑区鴨居４－２－３１　鴨常　勤:    2　代表取締役　山形　 移動 現存
     居駅前ビルＢ (薬       2)光正 平20.12. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1095330,188.4 十日市場調剤薬局 〒226-0025 045-982-0720株式会社　キタガワ　篠井　 子 平 8. 9.15 薬局
     緑薬188 横浜市緑区十日市場町８０１－８常　勤:    2代表取締役　北川　良 移動 現存
     (薬       2)一 平23. 9.15
     非常勤:    8
     (薬       8)
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 1096330,192.6 ドラッグ池田霧が丘薬〒226-0016 045-921-5877（株）イケダ　代表取池田　潔 平 5. 1. 1 薬局
     緑薬192 局 横浜市緑区霧が丘５－２６－２－常　勤:    1締役　池田　重夫 新規 現存
     ２０３ (薬       1) 平23. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1097330,201.5 さなえ薬局　中山店 〒226-0011 045-937-0350株式会社　さなえ　代中村　昭仁 平 5.11.15 薬局
     緑薬201 横浜市緑区中山町３０６－１８ 常　勤:    7表取締役　大野　富生 新規 現存
     (薬       7) 平23.11.15
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1098330,212.2 緑区薬事センター薬局〒226-0011 045-937-2200公益社団法人　緑区薬中山　昌子 平 7. 7.15 薬局
     緑薬212 横浜市緑区中山町１１５６－６ 常　勤:    1事センター　理事長　 新規 現存
     (薬       1)大野　富生 平22. 7.15
     非常勤:   30
     (薬      30)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1099334,000.7 かんばやし薬局 〒226-0011 045-500-9401古川　祐二 古川　祐二 平25.10. 1 薬局
     緑薬4000 横浜市緑区中山町６２９ 常　勤:    2 交代 現存
     (薬       2) 平25.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1100334,001.5 調剤薬局ツルハドラッ〒226-0014 045-931-1268株式会社リバース　代細矢　雅秀 平26. 9. 1 薬局
     緑薬4001 グ中山店 横浜市緑区台村町３５０矢島ビル常　勤:    2表取締役　石川　亨 新規 現存
     １Ｆ (薬       2) 平26. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1101334,002.3 えがお薬局　長津田店〒226-0027 045-988-8867株式会社ミンクス　代山田　律 平26. 9. 1 薬局
     緑薬4002 横浜市緑区長津田５－４－１長津常　勤:    1表取締役　小岩　松男 新規 現存
     田クリニックビル１Ｆ (薬       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1102338,215.7 わかば薬局　鴨居店 〒226-0003 045-937-4815有限会社　ケーアイメ赤羽根　夏生 平10. 2.15 薬局
     緑薬215 横浜市緑区鴨居３－８－１６カー常　勤:    4ディカル　代表取締役 新規 現存
     ムムカイハラ１階 (薬       4)　石川　和雄 平22. 2.15
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1103338,216.5 やよい薬局 〒226-0025 045-989-3800有限会社ナンヨーメデ杉本　亘爵 平10. 3.15 薬局
     緑薬216 横浜市緑区十日市場町８２０－３常　勤:    2ィカル　取締役　松本 新規 現存
     第２サンワードビル１Ｆ (薬       2)　康 平22. 3.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1104338,217.3 クスリのハルナ薬局 〒226-0011 045-934-8696有限会社　相武台薬局飯塚　寛明 平10. 8.15 薬局
     緑薬217 横浜市緑区中山町３２３レインボ常　勤:    1　代表取締役　飯塚　 新規 現存
     ウ中山　１Ｆ (薬       1)昌義 平22. 8.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1105338,219.9 日本調剤　ながつた薬〒226-0027 045-989-6631日本調剤株式会社　代加治　孝博 平11. 8. 1 薬局
     緑薬219 局 横浜市緑区長津田３－５－１ 常　勤:    5表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       5) 平23. 8. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1106338,220.7 つかさ薬局 〒226-0011 045-932-8169株式会社　つかさ　代名村　宏子 平12. 6. 1 薬局
     緑薬220 横浜市緑区中山町３２２－２ 常　勤:    4表取締役　小島　文隆 新規 現存
     (薬       4) 平24. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1107338,221.5 かもい薬局 〒226-0006 045-931-2315有限会社　メディカル日下部　国夫 平12. 6. 1 薬局
     緑薬221 横浜市緑区白山２－３－１１カサ常　勤:    1工房　代表取締役　日 新規 現存
     ベルテ横浜 (薬       1)下部　国夫 平24. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1108338,224.9 シオダ薬局 〒226-0003 045-933-7665有限会社　シオダ薬局花澤　宏子 平14. 4. 1 薬局
     緑薬224 横浜市緑区鴨居４－３－１５チサ常　勤:    3　代表取締役　塩田　 新規 現存
     ンマンション１０６ (薬       3)修司 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1109338,225.6 サングレース薬局霧が〒226-0016 045-923-1631有限会社　サングレー松尾　京子 平14. 9. 1 薬局
     緑薬225 丘店 横浜市緑区霧が丘３－２－９ 常　勤:    3スプランニング　代表 新規 現存
     (薬       3)取締役　嶋村　三惠子 平26. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1110338,227.2 台村つかさ薬局 〒226-0014 045-932-3098株式会社　つかさ　代前田　香洋子 平17. 7. 1 薬局
     緑薬227 横浜市緑区台村町３０９－１ 常　勤:    2表取締役　小島　文隆 移動 現存
     (薬       2) 平23. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1111338,230.6 望星横浜みどり薬局 〒226-0025 045-989-4193株式会社　望星薬局　浦本　太一郎 平15.11. 1 薬局
     緑薬230 横浜市緑区十日市場町１７２６－常　勤:   10代表取締役　吉本　旬 新規 現存
     １３ (薬      10)志 平21.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1112338,231.4 やよい薬局　十日市場〒226-0025 045-989-4333有限会社ナンヨーメデ松本　康 平16. 1.15 薬局
     緑薬231 店 横浜市緑区十日市場町８１９－９常　勤:    3ィカル　代表取締役　 新規 現存
     リトルバレー１０２ (薬       3)松本　康 平22. 1.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1113338,232.2 すみれ薬局 〒226-0018 045-985-2616株式会社ＫＭ・ＭＣＤ礒貝　保伸 平16. 4. 1 薬局
     緑薬232 横浜市緑区長津田みなみ台１－５常　勤:    2　代表取締役　小林　 新規 現存
     －２２ (薬       2)貫太郎 平22. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1114338,235.5 さつき薬局 〒226-0003 045-933-0943有限会社　安部ファー髙瀨　貴代子 平17. 8. 1 薬局
     緑薬235 横浜市緑区鴨居１－１－２１ 常　勤:    1マシー　代表取締役　 交代 現存
     (薬       1)髙瀨　貴代子 平23. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1115338,238.9 若葉薬局 〒226-0027 045-988-1560有限会社　すみれメデ堀　邦久 平18. 4.15 薬局
     緑薬238 横浜市緑区長津田５－４－１長津常　勤:    3ィカル　代表取締役　 新規 現存
     田クリニックビル１Ｆ (薬       3)伊藤　俊光 平24. 4.15
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1116338,239.7 たちばな薬局 〒226-0003 045-938-6960西澤　美鈴 西澤　美鈴 平18. 9. 1 薬局
     緑薬239 横浜市緑区鴨居６－２５－３ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (薬       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1117338,241.3 タツオカ薬局　十日市〒226-0025 045-983-2482有限会社　タツオカ　立岡　弘路 平18.11.15 薬局
     緑薬241 場店 横浜市緑区十日市場町８０１－８常　勤:    5取締役　立岡　弘路 新規 現存
     ホーメストプラザ東館１０３号 (薬       5) 平24.11.15
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1118338,242.1 ヤマグチ薬局　中山店〒226-0011 045-929-5281株式会社　ヤマグチ薬高平　京子 平19. 4.15 薬局
     緑薬242 横浜市緑区中山町７４１－１ 常　勤:    3局　代表取締役　山口 新規 現存
     (薬       3)　重雄 平25. 4.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1119338,244.7 あおば薬局 〒226-0025 045-306-7500株式会社　キタガワ　今谷　英亮 平19. 7. 1 薬局
     緑薬244 横浜市緑区十日市場町８１９－１常　勤:    1代表取締役　北川　良 新規 現存
     ２ (薬       1)一 平25. 7. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1120338,245.4 日本調剤　みなみ台薬〒226-0018 045-988-1625日本調剤　株式会社　坂田　志保 平19. 9. 1 薬局
     緑薬245 局 横浜市緑区長津田みなみ台４－４常　勤:    3代表取締役　三津原　 新規 現存
     －４ (薬       3)博 平25. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1121338,247.0 小田薬局 〒226-0011 045-308-9304有限会社　小田メディ依田　明 平20. 9. 1 薬局
     緑薬247 横浜市緑区中山町６０１－１ 常　勤:    2カル　代表取締役　小 新規 現存
     (薬       2)田　真也 平26. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1122338,248.8 ひなた薬局　横浜店 〒226-0006 045-509-1193ひなた調剤株式会社　田口　景子 平20.11. 1 薬局
     緑薬248 横浜市緑区白山４－７３－１３ 常　勤:    1代表取締役　田口　守 新規 現存
     (薬       1) 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1123338,252.0 みどりの丘薬局 〒226-0015 045-532-3800株式会社　おか調剤薬四宮　瑞枝 平21. 9. 1 薬局
     緑薬252 横浜市緑区三保町１８０３－２ 常　勤:    4局　代表取締役　岡　 新規 現存
     (薬       4)壽賀夫 平21. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1124338,253.8 うさぎ薬局 〒226-0018 045-508-9930有限会社　ラビットエ林　和子 平21.10. 1 薬局
     緑薬253 横浜市緑区長津田みなみ台６－２常　勤:    3ンタープライズ　取締 新規 現存
     ４－１２ (薬       3)役　関根　克敏 平21.10. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1125338,254.6 ヒロ薬局　鴨居店 〒226-0006 045-935-0997株式会社ファーマみら吉澤　真紀 平21.10. 1 薬局
     緑薬254 横浜市緑区白山１－１－３ 常　勤:    2い　代表取締役　佃　 交代 現存
     (薬       2)敏之 平21.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1126338,255.3 ダイエー十日市場店薬〒226-0025 045-989-5107株式会社　ダイエー　小林　康男 平21.12. 1 薬局
     緑薬255 局 横浜市緑区十日市場町８１８－２常　勤:    5代表取締役　村井　正 新規 現存
     (薬       5)平 平21.12. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1127338,256.1 えがお薬局 〒226-0003 045-938-4701有限会社　シオダ薬局塩田　修司 平22. 8. 1 薬局
     緑薬256 横浜市緑区鴨居１－７－８ 常　勤:    3　代表取締役　塩田　 移動 現存
     (薬       3)修司 平22. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1128338,257.9 あゆみ調剤薬局 〒226-0022 045-938-5453田辺薬局株式会社　代白土　淳也 平22. 6. 1 薬局
     緑薬257 横浜市緑区青砥町１１２２－２　常　勤:    5表取締役　佐藤　淳一 交代 現存
     クエステ中山１０１ (薬       5) 平22. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1129338,258.7 薬樹薬局　霧が丘 〒226-0016 045-923-0887薬樹株式会社　代表取中村　麻衣子 平22. 6. 1 薬局
     緑薬258 横浜市緑区霧が丘３－８－１ 常　勤:    2締役　小森　雄太 交代 現存
     (薬       2) 平22. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1130338,259.5 ハックドラッグ鴨居薬〒226-0003 045-935-2089株式会社ＣＦＳコーポ池田　芙美子 平22. 7. 1 薬局
     緑薬259 局 横浜市緑区鴨居１－８－２ 常　勤:    3レーション　代表取締 新規 現存
     (薬       3)役　宮下　雄二 平22. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1131338,260.3 こうふく薬局　中山店〒226-0011 045-482-5306大洋薬品販売株式会社野口　由美 平22.11. 1 薬局
     緑薬260 横浜市緑区中山町３２０－５ 常　勤:    1　代表取締役　岡　義 新規 現存
     (薬       1)晃 平22.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1132338,262.9 グリーン薬局 〒226-0011 045-507-4775株式会社　オール・プ南部　尚之 平23.11. 1 薬局
     緑薬262 横浜市緑区中山町３０５－１ 常　勤:    4ラン社　代表取締役　 新規 現存
     (薬       4)大下　新治 平23.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1133338,263.7 徳永薬局　鴨居在宅セ〒226-0003 045-507-4512徳永薬局株式会社　代亀山　卓 平24. 1. 1 薬局
     緑薬263 ンター 横浜市緑区鴨居４－５２－２９マ常　勤:    1表取締役　徳永　愛子 新規 現存
     ークミュー鴨居１０２号室 (薬       1) 平24. 1. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1134338,264.5 やよい薬局中山店 〒226-0011 045-482-4839有限会社ナンヨーメデ柴原　加奈子 平24. 6. 1 薬局
     緑薬264 横浜市緑区中山町９０７－３８ 常　勤:    1ィカル　取締役　松本 新規 現存
     (薬       1)　康 平24. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1135338,265.2 ひばり薬局　東本郷店〒226-0002 045-472-6266株式会社　カラン　代石井　日登志 平24. 6. 1 薬局
     緑薬265 横浜市緑区東本郷１－２－１１ 常　勤:    1表取締役　古谷　秀文 交代 現存
     (薬       1) 平24. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1136338,266.0 しろくま薬局 〒226-0003 045-933-9755有限会社　シオダ薬局岩野　勝 平24. 8.20 薬局
     緑薬266 横浜市緑区鴨居３－１－６ 常　勤:    1　代表取締役　塩田　 新規 現存
     (薬       1)修司 平24. 8.20
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1137338,267.8 志宝薬局長津田店 〒226-0027 045-988-8133株式会社本木薬局　代島田　幸 平24.10. 1 薬局
     緑薬267 横浜市緑区長津田４－２－１８高常　勤:    1表取締役　池田　直孝 新規 現存
     木ビル１０１ (薬       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1138338,268.6 そうごう薬局　長津田〒226-0027 045-985-2131総合メディカル株式会山田　暁子 平24.10. 1 薬局
     緑薬268 店 横浜市緑区長津田４－１１－１５常　勤:    1社　代表取締役　田代 新規 現存
     (薬       1)　五男 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1139338,269.4 はな緑薬局 〒226-0021 045-507-7461徳永薬局株式会社　代北村　行代 平24.11. 1 薬局
     緑薬269 横浜市緑区北八朔町１２０８－１常　勤:    1表取締役　徳永　愛子 新規 現存
     －２ (薬       1) 平24.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1140338,270.2 くすのき薬局　長津田〒226-0027 045-989-6622くすのき薬局株式会社齋藤　詠美子 平25. 4. 1 薬局
     緑薬270 駅前店 横浜市緑区長津田４－５－４ 常　勤:    1　代表取締役　山崎　 新規 現存
     (薬       1)真弘 平25. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1141338,271.0 アピタ長津田薬局 〒226-0018 045-989-1218ユニー株式会社　代表松井　宏徳 平25. 2.21 薬局
     緑薬271 横浜市緑区長津田みなみ台４－７常　勤:    9取締役　佐古　則男 交代 現存
     －１ (薬       9) 平25. 2.21
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1142338,272.8 日本調剤　中山駅前薬〒226-0011 045-938-6301日本調剤株式会社　代杉﨑　優史 平25. 9. 1 薬局
     緑薬272 局 横浜市緑区中山町１５７ 常　勤:    2表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       2) 平25. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1143340,024.9 有限会社平本薬局 〒246-0031 045-301-0019有限会社平本薬局　代浅沼　聡 平 6. 2.24 薬局
     瀬薬24 横浜市瀬谷区瀬谷３－１－３０ 常　勤:    1表取締役　平本　優子 移動 現存
     (薬       1) 平24. 2.24
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1144340,034.8 有限会社　南台だるま〒246-0032 045-301-0940有限会社南台だるま薬篠崎　京子 昭47. 2.21 薬局
     瀬薬34 薬局 横浜市瀬谷区南台１－９－２ 常　勤:    2局　代表取締役　篠崎 現存
     (薬       2)　京子 平23. 2.21
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1145340,051.2 有限会社第一薬局 〒246-0031 301-0674 有限会社第一薬局　代福庭　博子 昭53.10.15 薬局
     瀬薬51 横浜市瀬谷区瀬谷３－７－３ 常　勤:    2表取締役　尾形　一郎 現存
     (薬       2) 平23.10.15
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 1146340,054.6 有限会社さつき台薬局〒246-0034 045-303-4666（有）さつき台薬局　糸井　三映子 昭55. 1. 1 薬局
     瀬薬54 横浜市瀬谷区南瀬谷１丁目２番地常　勤:    1代表取締役　鈴木　典 現存
     の１４ (薬       1)子 平22. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1147340,059.5 有限会社タチバナ薬局〒246-0022 045-365-6323有限会社タチバナ薬局田中　淳子 昭61. 5. 1 薬局
     瀬薬59 横浜市瀬谷区三ッ境２０番地の１常　勤:    3　取締役　岡田　稔 現存
     ８ (薬       3) 平22. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1148340,061.1 横浜薬局有限会社 〒246-0022 045-391-6490横浜薬局有限会社　取尾﨑　春生 平25. 7.29 薬局
     瀬薬61 横浜市瀬谷区三ツ境１０４－４ 常　勤:    1締役　中安　恵子 移動 現存
     (薬       1) 平25. 7.29
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1149340,066.0 サクラ薬局 〒246-0014 045-303-8222株式会社メディックス三宅　真帆 平 2. 4.15 薬局
     瀬薬66 横浜市瀬谷区中央１９－２ 常　勤:    5　代表取締役　松村　 現存
     (薬       5)聰 平23. 4.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1150340,067.8 ちぐさ薬局 〒246-0031 045-302-1481豊原　まり子 豊原　まり子 平 2. 7.15 薬局
     瀬薬67 横浜市瀬谷区瀬谷６－２３－１７常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平23. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1151340,069.4 薬美堂薬局 〒246-0031 045-302-9821有限会社　薬美堂　代臼井　彌生 平11.11.15 薬局
     瀬薬69 横浜市瀬谷区瀬谷１－３０－１０常　勤:    2表取締役　臼井　彌生 移動 現存
     (薬       2) 平23.11.15
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1152340,071.0 心美堂薬局 〒246-0031 045-304-3871（有）エイチ・エム・石田　七瀬 平 3.11. 1 薬局
     瀬薬71 横浜市瀬谷区瀬谷４－４３－２２常　勤:    1エー　取締役　石田　 現存
     (薬       1)七瀬 平24.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1153340,072.8 カワセ薬局三ツ境店 〒246-0022 045-366-5155株式会社カワセ　代表星　友和 平 6. 5. 1 薬局
     瀬薬72 横浜市瀬谷区三ツ境２－２７ 常　勤:    4取締役　川瀬　恵津子 移動 現存
     (薬       4) 平24. 5. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1154344,000.5 グラン薬局 〒246-0021 045-459-6010株式会社ＯＮ　ＴＨＥ安藤　摂 平26. 6. 1 薬局
     瀬薬4000 横浜市瀬谷区二ツ橋町２１４－６常　勤:    2　ＲＯＡＤ　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　岩倉　英雄 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1155344,001.3 訪問薬樹薬局　瀬谷 〒246-0031 045-303-7023薬樹株式会社　代表取井上　俊 平26.10. 1 薬局
     瀬薬4001 横浜市瀬谷区瀬谷４－３０－２９常　勤:    6締役　小森　雄太 交代 現存
     (薬       6) 平26.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1156348,081.1 太陽堂薬局 〒246-0031 045-303-2050有限会社　メディコ太及川　小百合 平 8. 2. 1 薬局
     瀬薬81 横浜市瀬谷区瀬谷４－８－１１ 常　勤:    1陽　代表取締役　及川 組織変更 現存
     (薬       1)　忠彦 平23. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1157348,083.7 センター薬局 〒246-0014 045-304-9790有限会社　メディコ太岡村　良介 平 8. 2.15 薬局
     瀬薬83 横浜市瀬谷区中央１－１０ 常　勤:    3陽　代表取締役　及川 新規 現存
     (薬       3)　忠彦 平23. 2.15
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1158348,085.2 ハックドラッグ三ツ境〒246-0022 045-369-1214株式会社　ＣＦＳコー鎌形　路子 平 9. 7.15 薬局
     瀬薬85 南薬局 横浜市瀬谷区三ツ境１０－３ 常　勤:    5ポレーション　代表取 新規 現存
     (薬       5)締役　宮下　雄二 平24. 7.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1159348,086.0 ファルメックス調剤　〒246-0031 045-300-1341株式会社　ファーマシ柏﨑　理惠 平 9.12. 1 薬局
     瀬薬86 瀬谷薬局 横浜市瀬谷区瀬谷４－１２－３６常　勤:    1ーエクスプレス　代表 新規 現存
     －１０２ (薬       1)取締役　桐山　繁昭 平21.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1160348,087.8 ひらもと相沢薬局 〒246-0013 045-303-9011有限会社　平本薬局　清水　武 平10. 4. 1 薬局
     瀬薬87 横浜市瀬谷区相沢７－５８－８ 常　勤:    1代表取締役　平本　優 新規 現存
     (薬       1)子 平22. 4. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1161348,088.6 メディコ本郷薬局 〒246-0015 045-303-7602有限会社　メディコ太井上　惠子 平10.10.15 薬局
     瀬薬88 横浜市瀬谷区本郷３－２０－１本常　勤:    1陽　代表取締役　及川 新規 現存
     郷ハイツＥ１０１ (薬       1)　忠彦 平22.10.15
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1162348,090.2 有限会社　はま薬局 〒246-0037 045-300-0199有限会社　はま薬局　秋山　慎也 平11. 1. 1 薬局
     瀬薬90 横浜市瀬谷区橋戸３－６３－２６常　勤:    1代表取締役　鈴木　功 新規 現存
     (薬       1)也 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1163348,092.8 瀬谷ひかり薬局 〒246-0014 045-300-3055株式会社　オフィスメ上林　安喜 平11.10.15 薬局
     瀬薬92 横浜市瀬谷区中央６－２０マルエ常　勤:    2ディック　代表取締役 新規 現存
     ツ瀬谷店３Ｆ (薬       2)　大塚　祐一 平23.10.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1164348,093.6 ひらもと中央薬局 〒246-0014 045-300-1139有限会社　平本薬局　沼尾　正俊 平12. 3. 1 薬局
     瀬薬93 横浜市瀬谷区中央２－３０ライフ常　勤:    1代表取締役　平本　優 新規 現存
     カワイ１０３ (薬       1)子 平24. 3. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1165348,094.4 ニチカ調剤薬局三ッ境〒246-0022 045-360-5501有限会社　プロフォン小山　耕直 平12. 8. 1 薬局
     瀬薬94 ライフ店 横浜市瀬谷区三ツ境２－１ 常　勤:    4ド　代表取締役　松澤 新規 現存
     (薬       4)　玄 平24. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1166348,095.1 カワセ薬局南店 〒246-0022 045-390-3731株式会社カワセ　代表塚本　美貴 平13. 9. 1 薬局
     瀬薬95 横浜市瀬谷区三ツ境１０７－１キ常　勤:    2取締役　川瀬　恵津子 新規 現存
     ャステル三ツ境１Ｆ (薬       2) 平25. 9. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1167348,096.9 フジカワ薬局 〒246-0035 045-302-8874有限会社　フジカワ薬藤川　慧 平13. 9. 1 薬局
     瀬薬96 横浜市瀬谷区下瀬谷３－４１－５常　勤:    1局　代表取締役　藤川 組織変更 現存
     (薬       1)　慧 平19. 9. 1
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 1168348,099.3 センター南薬局 〒246-0031 045-306-1970有限会社　メディコ太安野　素子 平20.10. 1 薬局
     瀬薬99 横浜市瀬谷区瀬谷４－９－８ 常　勤:    2陽　代表取締役　及川 移動 現存
     (薬       2)　忠彦 平26.10. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1169348,100.9 瀬谷中央薬局 〒246-0025 045-360-9922有限会社　藤メディカ堀　直久 平14. 8.15 薬局
     瀬薬100 横浜市瀬谷区阿久和西３－１－１常　勤:    9ル　代表取締役　伊藤 新規 現存
     ３ (薬       9)　俊光 平26. 8.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1170348,101.7 ひらもと東薬局 〒246-0013 045-306-0933有限会社平本薬局　代小長井　晴美 平15. 4. 1 薬局
     瀬薬101 横浜市瀬谷区相沢２－５９－８ 常　勤:    1表取締役　平本　優子 新規 現存
     (薬       1) 平21. 4. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1171348,102.5 こだま薬局 〒246-0022 045-360-7870株式会社アペックス　金原　佳子 平15. 4. 1 薬局
     瀬薬102 横浜市瀬谷区三ツ境１６－１１ 常　勤:    1代表取締役　阿部　孝 新規 現存
     (薬       1)紀 平21. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1172348,103.3 あけぼの薬局瀬谷店 〒246-0032 045-306-0361株式会社　医学研究社大川　聡 平15. 4.15 薬局
     瀬薬103 横浜市瀬谷区南台２－８－６ 常　勤:    1　代表取締役　大崎　 新規 現存
     (薬       1)泰 平21. 4.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1173348,105.8 コンパス薬局　瀬谷 〒246-0037 045-306-0656株式会社コンパス調剤近藤　寛子 平15. 8. 1 薬局
     瀬薬105 横浜市瀬谷区橋戸２－３１－３グ常　勤:   11薬局　代表取締役　松 新規 現存
     ランデュールプラザ１Ｆ (薬      11)下　兼久 平21. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1174348,106.6 大晃堂マーク薬局 〒246-0008 045-924-1201有限会社大晃堂　代表阪田　美子 平17. 5. 1 薬局
     瀬薬106 横浜市瀬谷区五貫目町１０－７４常　勤:    2取締役　下村　千鶴子 新規 現存
     (薬       2) 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1175348,107.4 たんぽぽ薬局　三ツ境〒246-0022 045-360-7785株式会社　イジマ　代杉本　菜穂子 平18. 4. 1 薬局
     瀬薬107 店 横浜市瀬谷区三ツ境２１大岡ビル常　勤:    1表取締役　伊島　政克 新規 現存
     １Ｆ (薬       1) 平24. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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 1176348,110.8 矢野調剤薬局　瀬谷店〒246-0035 045-300-3310株式会社　矢野調剤薬中野　正浩 平20.10. 1 薬局
     瀬薬110 横浜市瀬谷区下瀬谷１－４１－５常　勤:    5局　代表取締役　矢野 新規 現存
     (薬       5)　功 平26.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1177348,111.6 アイセイ薬局　三ツ境〒246-0021 045-369-7151株式会社　アイセイ薬草柳　大祐 平20.11. 1 薬局
     瀬薬111 店 横浜市瀬谷区二ツ橋町３０３－５常　勤:    6局　代表取締役　岡村 新規 現存
     (薬       6)　幸彦 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1178348,112.4 えがお薬局　三ツ境店〒246-0031 045-300-3292株式会社　ミンクス　加藤　千津子 平21. 5. 1 薬局
     瀬薬112 横浜市瀬谷区瀬谷１－２３－４Ｙ常　勤:    2代表取締役　小岩　松 交代 現存
     ビル１Ｆ (薬       2)男 平21. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1179348,113.2 ハックドラッグ　瀬谷〒246-0014 045-300-2291株式会社　ＣＦＳコー冨田　まり子 平21.10. 1 薬局
     瀬薬113 駅北口薬局 横浜市瀬谷区中央３－１０ 常　勤:    5ポレーション　代表取 新規 現存
     (薬       5)締役　宮下　雄二 平21.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1180348,114.0 日本調剤　瀬谷三ツ境〒246-0022 045-360-1556日本調剤株式会社　代土屋　成史 平23. 8. 1 薬局
     瀬薬114 薬局 横浜市瀬谷区三ツ境５－１　第１常　勤:    1表取締役　三津原　博 新規 現存
     ミユキビル１Ｆ１０１ (薬       1) 平23. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1181348,115.7 オレンジ薬局 〒246-0026 045-360-7151株式会社あずみ　代表宮嶋　由紀子 平23. 9. 1 薬局
     瀬薬115 横浜市瀬谷区阿久和南１－２４－常　勤:    1取締役　相澤　利彦 新規 現存
     ３１ (薬       1) 平23. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1182348,116.5 センター西薬局 〒246-0031 045-744-7574株式会社　ファーマワ重田　博一 平24. 3. 1 薬局
     瀬薬116 横浜市瀬谷区瀬谷５－２－１ 常　勤:    1ークス　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)重田　博一 平24. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1183348,118.1 いがらし薬局 〒246-0037 045-303-8722有限会社　ケィオエス坂倉　美奈子 平24. 6. 1 薬局
     瀬薬118 横浜市瀬谷区橋戸３－２４－５　常　勤:    1　代表取締役　田中　 交代 現存
     (薬       1)勝広 平24. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1184348,119.9 のぞみ薬局 〒246-0022 045-744-9282株式会社　アペックス杜　在岷 平24. 7. 1 薬局
     瀬薬119 横浜市瀬谷区三ツ境８－８ 常　勤:    1　代表取締役　阿部　 新規 現存
     (薬       1)孝紀 平24. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1185348,120.7 ローソンクオール薬局〒246-0022 045-369-1689クオール株式会社　代加藤　靖啓 平24. 7. 3 薬局
     瀬薬120 三ツ境駅前店 横浜市瀬谷区三ツ境５－１４ 常　勤:    1表取締役　中村　勝 新規 現存
     (薬       1) 平24. 7. 3
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1186348,121.5 ダイエー三ツ境店薬局〒246-0022 045-273-3088株式会社　ダイエー　長嶺　恭子 平24. 7. 1 薬局
     瀬薬121 横浜市瀬谷区三ツ境７－１ 常　勤:    3代表取締役　村井　正 新規 現存
     (薬       3)平 平24. 7. 1
     非常勤:   43
     (薬      43)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1187348,122.3 さくら薬局　横浜阿久〒246-0023 045-391-9383クラフト株式会社　代村中　理恵 平24. 8. 1 薬局
     瀬薬122 和東店 横浜市瀬谷区阿久和東１－１３－常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     １８ (薬       2) 平24. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1188348,123.1 クリエイト薬局　瀬谷〒246-0031 045-306-1216株式会社クリエイトエ杉浦　里美 平24. 9. 3 薬局
     瀬薬123 駅南口店 横浜市瀬谷区瀬谷４－１－１ 常　勤:    3ス・ディー　代表取締 新規 現存
     (薬       3)役　廣瀨　泰三 平24. 9. 3
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1189348,125.6 ひらもと南薬局 〒246-0031 045-442-8820有限会社平本薬局　代内山　彰 平26. 9. 1 薬局
     瀬薬125 横浜市瀬谷区瀬谷４－５－７レラ常　勤:    1表取締役　平本　優子 移動 現存
     ジオーネ１０２ (薬       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1190348,126.4 大信薬局　横浜三ツ境〒246-0022 045-442-3855株式会社大信薬局　代頗羅堕　亜希子 平25.10. 1 薬局
     瀬薬126 店 横浜市瀬谷区三ツ境６－２三ツ境常　勤:    2表取締役　吉村　企右 新規 現存
     ＴＫビル１Ｆ右 (薬       2) 平25.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1191354,000.2 田園薬局　本郷台店 〒247-0007 045-891-2330株式会社ファーマみら福田　祥子 平25.11. 1 薬局
     栄薬4000 横浜市栄区小菅ケ谷１－４－６ 常　勤:    2い　代表取締役　佃　 交代 現存
     (薬       2)敏之 平25.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1192354,001.0 本郷台ファーマシー 〒247-0007 045-894-3354株式会社ファーマみら片桐　やすえ 平25.11. 1 薬局
     栄薬4001 横浜市栄区小菅ケ谷１－１５－２常　勤:    5い　代表取締役　佃　 交代 現存
     長島マンション１０７ (薬       5)敏之 平25.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1193354,002.8 長沼薬局 〒244-0841 045-864-6244株式会社ファーマみら熱田　登 平25.11. 1 薬局
     栄薬4002 横浜市栄区長沼町１８８－１ 常　勤:    2い　代表取締役　佃　 交代 現存
     (薬       2)敏之 平25.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1194354,003.6 アップル薬局　港南台〒247-0009 045-435-5601株式会社アップルケア別府　なおみ 平26. 5.12 薬局
     栄薬4003 店 横浜市栄区鍛冶ケ谷２－５３－１常　勤:    1ネット　代表取締役　 新規 現存
     ０－１ (薬       1)小林　博美 平26. 5.12
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1195354,004.4 たんぽぽ薬局飯島店 〒244-0842 045-890-5811株式会社アインファー萩谷　真二 平26. 4. 1 薬局
     栄薬4004 横浜市栄区飯島町１３２９－３ 常　勤:    3マシーズ　代表取締役 交代 現存
     (薬       3)　大谷　喜一 平26. 4. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1196354,005.1 小菅ヶ谷薬局 〒247-0007 045-435-5126株式会社アポステータ久保　賀寿美 平26. 7. 1 薬局
     栄薬4005 横浜市栄区小菅ケ谷２－３９－１常　勤:    1ス　代表取締役　林　 新規 現存
     ２ (薬       1)昭弘 平26. 7. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1197358,007.3 笠間薬局 〒247-0006 045-892-0389保田　フミ 保田　みや子 昭50. 4.15 薬局
     栄薬7 横浜市栄区笠間２－３１－７ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平23. 4.15
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1198358,011.5 映双薬局 〒244-0841 045-881-3389（有）映双薬局　代表佐藤　菜保 昭57. 3.15 薬局
     栄薬11 横浜市栄区長沼町１８７ 常　勤:    2取締役　山屋　健 現存
     (薬       2) 平24. 3.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1199358,013.1 株式会社　金塚薬局 〒247-0008 045-891-2993株式会社　金塚薬局　吉田　千佳 昭59.11. 1 薬局
     栄薬13 横浜市栄区本郷台３－１－９ 常　勤:    2代表取締役　金塚　克 現存
     (薬       2)己 平23.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1200358,016.4 有限会社　天神薬局 〒247-0005 045-894-6986（有）天神薬局　代表宮内　彌榮子 昭61. 1. 1 薬局
     栄薬16 横浜市栄区桂町６９７－５ 常　勤:    2取締役　落合　文義 現存
     (薬       2) 平22. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1201358,017.2 上之薬局 〒247-0025 045-894-7315有限会社神星商事　代青山　三郎 平26.10. 5 薬局
     栄薬17 横浜市栄区上之町２－６ 常　勤:    1表取締役　星　タツ子 移動 現存
     (薬       1) 平26.10. 5
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1202358,021.4 鎌倉ファーマシー大船〒247-0006 045-895-2023有限会社鎌倉ファーマ高橋　知子 平12. 4. 1 薬局
     栄薬21 薬局 横浜市栄区笠間２－１４－１ 常　勤:    3シー　代表取締役　関 移動 現存
     (薬       3)野　洋子 平24. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1203358,024.8 湘南薬品　薬局ラポー〒247-0006 045-894-9399（株）湘南薬品　代表小野　俊明 平 4.12.15 薬局
     栄薬24 ルⅢ 横浜市栄区笠間２－１－３ 常　勤:    1取締役　曾我　寿裕 現存
     (薬       1) 平22.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1204358,029.7 かいがら坂薬局 〒244-0842 045-891-4564有限会社　かいがら坂肥後　洋子 平 7.10. 1 薬局
     栄薬29 横浜市栄区飯島町１３７４ 常　勤:    3薬局　代表取締役　肥 新規 現存
     (薬       3)後　保仁 平22.10. 1
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 1205358,030.5 ミスギ薬局 〒247-0008 045-891-3278杉浦　利子 杉浦　利子 平 8. 3.15 薬局
     栄薬30 横浜市栄区本郷台２－３１－１２常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平23. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1206358,032.1 有限会社すずらん薬局〒247-0011 045-891-6207有限会社すずらん薬局竹内　昌子 平 8.10.15 薬局
     栄薬32 若竹店 横浜市栄区元大橋１－３７－１０常　勤:    2　代表取締役　近藤　 新規 現存
     さかえハイツ１０５ (薬       2)美由紀 平23.10.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1207358,034.7 桂町薬局 〒247-0005 045-896-2830有限会社匠寿堂　代表嶋田　直樹 平16. 3.21 薬局
     栄薬34 横浜市栄区桂町３２５－１－１０常　勤:    1取締役　星野　壽美 移動 現存
     １ (薬       1) 平22. 3.21
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1208358,039.6 クオール薬局　笠間店〒247-0006 045-895-9533クオール株式会社　代板垣　幸太郎 平11. 7. 1 薬局
     栄薬39 横浜市栄区笠間５－２９－１０ 常　勤:    4表取締役　中村　勝 その他 現存
     (薬       4) 平23. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1209358,040.4 有限会社上永谷薬局　〒247-0024 045-893-1533有限会社　上永谷薬局池田　芳絵 平11. 9. 1 薬局
     栄薬40 上郷店 横浜市栄区野七里１－４－２４ 常　勤:    1　代表取締役　川村　 新規 現存
     (薬       1)雅啓 平23. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1210358,041.2 有限会社すずらん薬局〒247-0024 045-896-0727有限会社　すずらん薬杉山　朋憲 平12. 4.15 薬局
     栄薬41 野七里店 横浜市栄区野七里１－２１－１０常　勤:    4局　代表取締役　近藤 新規 現存
     (薬       4)　美由紀 平24. 4.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1211358,042.0 福壽堂薬局 〒247-0033 045-897-3181美粧堂薬品株式会社　近藤　かほる 平12. 6. 1 薬局
     栄薬42 横浜市栄区桂台南１－１８－３ 常　勤:    1代表取締役　野地　伸 新規 現存
     (薬       1)幸 平24. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1212358,045.3 ひかり薬局本郷台店 〒247-0005 045-891-8808株式会社ひかり　代表大林　由紀子 平12.11. 1 薬局
     栄薬45 横浜市栄区桂町２９６－２ 常　勤:    5取締役　森　澄人 新規 現存
     (薬       5) 平24.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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 1213358,046.1 柏陽薬局 〒247-0004 045-893-9951有限会社　匠寿堂　代福島　朋春 平13. 1. 1 薬局
     栄薬46 横浜市栄区柏陽２０－３コーポ寿常　勤:    2表取締役　星野　壽美 新規 現存
     １０２ (薬       2) 平25. 1. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1214358,047.9 ユキ調剤薬局 〒247-0005 045-894-3030有限会社　ユキ調剤薬北内　政弘 平14. 1. 1 薬局
     栄薬47 横浜市栄区桂町１５８－６本郷台常　勤:    3局　代表取締役　北内 組織変更 現存
     三和プラザ１０３ (薬       3)　末子 平26. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1215358,050.3 ルピナス薬局 〒247-0026 045-892-6146有限会社　ルピナス薬稲木　容子 平16. 2. 1 薬局
     栄薬50 横浜市栄区犬山町３０－２ 常　勤:    1局　代表取締役　稲木 組織変更 現存
     (薬       1)　容子 平22. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1216358,052.9 小山台薬局 〒247-0002 045-892-7964有限会社小山台ファー新居　朋栄 平16. 9. 1 薬局
     栄薬52 横浜市栄区小山台２－４１－１ 常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)中山　義則 平22. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1217358,054.5 くじら薬局　公田店 〒247-0005 045-897-3715有限会社エムズカンパ二宮　三嘉 平17.10. 1 薬局
     栄薬54 横浜市栄区桂町６８２サンセリー常　勤:    1ニー　代表取締役　二 新規 現存
     テ１０２ (薬       1)宮　三嘉 平23.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1218358,056.0 オオミ薬局　栄店 〒247-0007 045-890-5315有限会社　近江　代表青木　みき 平19. 4. 1 薬局
     栄薬56 横浜市栄区小菅ケ谷４－９－１グ常　勤:    3取締役　木村　文彦 新規 現存
     ランシャリオ本郷台３号 (薬       3) 平25. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1219358,061.0 さかえ薬局 〒247-0005 045-896-4566有限会社　匠寿堂　代星野　壽美 平21. 6. 1 薬局
     栄薬61 横浜市栄区桂町２７４－１５１Ｆ常　勤:    2表取締役　星野　壽美 新規 現存
     南側 (薬       2) 平21. 6. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1220358,062.8 ユキ調剤薬局　大船駅〒247-0006 045-392-6641有限会社　ユキ調剤薬北内　末子 平22. 4. 1 薬局
     栄薬62 前店 横浜市栄区笠間１－１－１ルリエ常　勤:    1局　代表取締役　北内 新規 現存
     大船１０４－Ｂ (薬       1)　末子 平22. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1221358,063.6 さくら薬局　本郷台店〒247-0005 045-891-1671クラフト株式会社　代藤沼　祥子 平22. 4. 1 薬局
     栄薬63 横浜市栄区桂町２７９－１１ 常　勤:    6表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     (薬       6) 平22. 4. 1
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1222358,064.4 なでしこ薬局 〒247-0006 045-410-7470株式会社　オール・プ輿水　文雄 平23. 4. 1 薬局
     栄薬64 横浜市栄区笠間４－１１－５ 常　勤:    2ラン社　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)大下　新治 平23. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1223358,065.1 そうごう薬局　大船店〒247-0006 045-890-0321総合メディカル株式会上島　早枝 平23. 4. 1 薬局
     栄薬65 横浜市栄区笠間３－１－１５ 常　勤:    2社　代表取締役　田代 新規 現存
     (薬       2)　五男 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1224358,067.7 シーガル調剤薬局本郷〒247-0015 045-897-5955有限会社ベルサポート中村　友彦 平23. 8. 1 薬局
     栄薬67 店 横浜市栄区中野町２７－１ 常　勤:    3コーポレーション　代 新規 現存
     (薬       3)表取締役　長津　雅則 平23. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1225364,000.0 さかえ薬局 〒245-0016 045-410-9190株式会社孝栄　代表取原田　恵子 平25.12. 1 薬局
     泉薬4000 横浜市泉区和泉町３５０１－２い常　勤:    1締役　阿部　孝紀 新規 現存
     ずみ中央ビル１Ｆ (薬       1) 平25.12. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1226364,001.8 スギ薬局　いずみ野駅〒245-0016 045-435-5514株式会社スギ薬局　代婦川　貴博 平26. 7. 1 薬局
     泉薬4001 前店 横浜市泉区和泉町６２１４－１そ常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     うてつローゼンいずみ野駅前店内(薬       1) 平26. 7. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1227364,002.6 いずみ台薬局 〒245-0016 045-410-7766株式会社孝栄　代表取勢登　祐志 平26. 8. 1 薬局
     泉薬4002 横浜市泉区和泉町７７４３－２ 常　勤:    1締役　阿部　孝紀 新規 現存
     (薬       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1228364,003.4 スギ薬局　新橋町店 〒245-0009 045-443-5038株式会社スギ薬局　代横関　美保 平26. 9. 1 薬局
     泉薬4003 横浜市泉区新橋町６７８－１ 常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1229368,011.3 有限会社　薬泉堂薬局〒245-0014 045-802-0560有限会社　薬泉堂　代栗原　義光 平17. 9.30 薬局
     泉薬11 横浜市泉区中田南３－１－２８ 常　勤:    1表取締役　栗原　義光 移動 現存
     (薬       1) 平23. 9.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1230368,018.8 泉区休日調剤薬局 〒245-0012 045-801-3666公益社団法人泉区薬事黒川　眞里 昭63. 3.15 薬局
     泉薬18 横浜市泉区中田北１－９－８ 常　勤:    1センター　代表理事　 現存
     (薬       1)藤原　文子 平24. 3.15
     非常勤:  102
     (薬     102)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1231368,019.6 ツルヤ薬局 〒245-0002 045-812-8587有限会社ツルヤ薬局　横田　桂子 平元. 3.16 薬局
     泉薬19 横浜市泉区緑園６－１－１９ 常　勤:    2代表取締役　石川　将 現存
     (薬       2)一 平22. 3.16
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1232368,020.4 ソニア薬局 〒245-0002 045-812-1802有限会社　すみれ薬品松島　正惠 平21.10.13 薬局
     泉薬20 横浜市泉区緑園４－１－２ 常　勤:    2　代表取締役　高橋　 移動 現存
     (薬       2)昭夫 平21.10.13
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1233368,027.9 阿部薬局　東原店 〒245-0014 045-801-8143株式会社ファーマシー鈴木　由美 平16.11.11 薬局
     泉薬27 横浜市泉区中田南２－１－３０ 常　勤:    2・スリーエイ　代表取 移動 現存
     (薬       2)締役　南波　智美 平22.11.11
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1234368,028.7 弥生台調剤薬局 〒245-0008 045-813-6534有限会社サンエム　代松澤　玄 平 4. 5. 1 薬局
     泉薬28 横浜市泉区弥生台２５－９ 常　勤:    5表取締役　松澤　玄 現存
     (薬       5) 平22. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1235368,029.5 緑園調剤薬局 〒245-0002 045-813-3601（有）緑園調剤薬局　松澤　和子 平 5. 7. 1 薬局
     泉薬29 横浜市泉区緑園２－１－６－１０常　勤:    6代表取締役　松澤　浩 現存
     １ (薬       6) 平23. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1236368,030.3 イヅミ薬局 〒245-0016 045-802-0955伊東　正彦 伊東　正彦 平 6. 3.15 薬局
     泉薬30 横浜市泉区和泉町３７４０ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1237368,031.1 ウチノ薬局 〒245-0022 045-803-4331内野　省三 内野　省三 平 6. 6.15 薬局
     泉薬31 横浜市泉区和泉が丘２－１７－５常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平24. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1238368,034.5 阿部薬局中田店 〒245-0013 045-801-2290株式会社ファーマシー坂井　節子 平 6. 8.12 薬局
     泉薬34 横浜市泉区中田東３－２－９ 常　勤:    2・スリーエイ　代表取 組織変更 現存
     (薬       2)締役　南波　智美 平24. 8.12
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1239368,036.0 領家薬局 〒245-0003 045-811-6629有限会社　日星商事　昆野　信綱 平 8. 4. 1 薬局
     泉薬36 横浜市泉区岡津町５９９ 常　勤:    2代表取締役　星　裕之 新規 現存
     (薬       2) 平23. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1240368,037.8 有限会社すずらん薬局〒245-0016 045-804-7691有限会社すずらん薬局石丸　尚美 平 8.10. 1 薬局
     泉薬37 いずみ野店 横浜市泉区和泉町６２１６－１ 常　勤:    3　代表取締役　近藤　 組織変更 現存
     (薬       3)美由紀 平23.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1241368,038.6 薬樹薬局　いずみ中央〒245-0018 045-804-3839薬樹　株式会社　代表大礰　侑 平 8.11. 1 薬局
     泉薬38 横浜市泉区上飯田町９４２－８ 常　勤:    4取締役　小森　雄太 新規 現存
     (薬       4) 平23.11. 1
     非常勤:   18
     (薬      18)
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 1242368,040.2 吉田薬局 〒245-0016 045-802-0295吉田　勝 吉田　栄子 平 9. 3.28 薬局
     泉薬40 横浜市泉区和泉町４０５４－９ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (薬       1) 平24. 3.28
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1243368,045.1 トマト薬局中田店 〒245-0014 045-804-5819有限会社　メディカル安西　文子 平11. 4.15 薬局
     泉薬45 横浜市泉区中田南３－６－１ 常　勤:    3トマト　代表取締役　 新規 現存
     (薬       3)佐藤　喜江 平23. 4.15
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1244368,048.5 みどり薬局 〒245-0002 045-812-9767有限会社　フアスト　横山　りさ 平11. 8.15 薬局
     泉薬48 横浜市泉区緑園３－４１－１ 常　勤:    3代表取締役　石川　善 新規 現存
     (薬       3)隆 平23. 8.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1245368,049.3 ハックドラッグ緑園都〒245-0002 045-811-8915株式会社　ＣＦＳコー新海　野枝 平11. 8.15 薬局
     泉薬49 市薬局 横浜市泉区緑園４－２－１７ 常　勤:    4ポレーション　代表取 新規 現存
     (薬       4)締役　宮下　雄二 平23. 8.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1246368,050.1 西が岡薬局 〒245-0006 045-812-8584有限会社　西が岡薬局出來田　祐子 平11.10. 1 薬局
     泉薬50 横浜市泉区西が岡２－１２－１ 常　勤:    2　取締役　出來田　祐 組織変更 現存
     (薬       2)子 平23.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1247368,052.7 ハックドラッグ山手台〒245-0004 045-810-4389株式会社　ＣＦＳコー鈴木　宏和 平12. 4. 1 薬局
     泉薬52 薬局 横浜市泉区領家３－２－４ 常　勤:    3ポレーション　代表取 新規 現存
     (薬       3)締役　宮下　雄二 平24. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1248368,053.5 アロー薬局いずみ中央〒245-0016 045-800-3161株式会社　アロー　代恒吉　美由紀 平12.10. 1 薬局
     泉薬53 店 横浜市泉区和泉町４５８６それい常　勤:    4表取締役　津村　浩 新規 現存
     ゆ泉Ｃ号室 (薬       4) 平24.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1249368,054.3 十番館薬局　いずみ野〒245-0016 045-805-4858有限会社　十番館薬局中野　美津子 平12.10.15 薬局
     泉薬54 店 横浜市泉区和泉町６２０６－２プ常　勤:    4　代表取締役　増田　 新規 現存
     リモいずみ野１Ｆ (薬       4)光信 平24.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1250368,057.6 さくら薬局 〒245-0002 045-813-7255株式会社　孝栄　代表森川　雅洋 平13. 2. 1 薬局
     泉薬57 横浜市泉区緑園５－２９－１０ 常　勤:    1取締役　阿部　孝紀 組織変更 現存
     (薬       1) 平25. 2. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1251368,058.4 フラム薬局 〒245-0015 045-805-5101株式会社　フラム　代佐藤　潤 平13. 4. 1 薬局
     泉薬58 横浜市泉区中田西１－１－２７ 常　勤:    8表取締役　高橋　裕見 新規 現存
     (薬       8)子 平25. 4. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1252368,060.0 ことぶき薬局 〒245-0018 045-800-5017有限会社　ゆたか　代猪子　登志子 平13.10. 1 薬局
     泉薬60 横浜市泉区上飯田町１２２６－５常　勤:    2表取締役　林　進史 新規 現存
     (薬       2) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1253368,061.8 みなみ薬局 〒245-0008 045-810-3625株式会社アペックス　吉野　尚行 平13.12. 1 薬局
     泉薬61 横浜市泉区弥生台５１－９ＮＫビ常　勤:    1代表取締役　阿部　孝 新規 現存
     ル１０１ (薬       1)紀 平25.12. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1254368,062.6 あすか薬局白百合店 〒245-0005 045-814-2918有限会社エー・トゥー藤原　文子 平13.12. 1 薬局
     泉薬62 横浜市泉区白百合１－１－８ 常　勤:    2・ゼットファーマシー 組織変更 現存
     (薬       2)　藤 　有紗 平25.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1255368,063.4 コスモ薬局　中田店 〒245-0012 045-800-3595株式会社　イジマ　代上羽　真美 平15. 5. 1 薬局
     泉薬63 横浜市泉区中田北２－７－３アイ常　勤:    2表取締役　伊島　政克 新規 現存
     エイチビルⅢ (薬       2) 平21. 5. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1256368,067.5 ウェルパーク薬局　立〒245-0015 045-806-5151株式会社　ウェルパー前原　貴弘 平16. 5. 1 薬局
     泉薬67 場店 横浜市泉区中田西１－２－６ 常　勤:    9ク　代表取締役　國光 新規 現存
     (薬       9)　良昭 平22. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1257368,068.3 たてば薬局 〒245-0016 045-801-3878青木　洋志 青木　洋志 平16. 8.15 薬局
     泉薬68 横浜市泉区和泉中央南１－１０－常　勤:    2 新規 現存
     ３７ (薬       2) 平22. 8.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1258368,069.1 みらい薬局　岡津店 〒245-0003 045-810-4701株式会社　テンメディ柳沢　清久 平17.10.15 薬局
     泉薬69 横浜市泉区岡津町２２４３ 常　勤:    1カル　代表取締役　猪 新規 現存
     (薬       1)俣　一也 平23.10.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1259368,070.9 ゆたか薬局　いずみ中〒245-0016 045-805-1045有限会社　ゆたか薬局 田　潤 平18. 5. 1 薬局
     泉薬70 央店 横浜市泉区和泉町３５１１－９ 常　勤:    3　林　進史 新規 現存
     (薬       3) 平24. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1260368,071.7 なの花薬局いずみ店 〒245-0016 045-802-8881株式会社サンメディッ佐々木　麻里 平25. 6. 3 薬局
     泉薬71 横浜市泉区和泉町４０５８－１ 常　勤:    3ク　代表取締役　遠山 移動 現存
     (薬       3)　功 平25. 6. 3
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1261368,073.3 いずみ野　さくら薬局〒245-0016 045-806-1248株式会社　孝栄　代表安田　彩 平18.11.15 薬局
     泉薬73 横浜市泉区和泉町６２２４ 常　勤:    2取締役　阿部　孝紀 新規 現存
     (薬       2) 平24.11.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1262368,075.8 中田薬局 〒245-0013 045-315-1093齊藤　俊一 齊藤　俊一 平18.12. 1 薬局
     泉薬75 横浜市泉区中田東３－１４－１８常　勤:    1 新規 現存
     　１Ｆ (薬       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1263368,076.6 とまと薬局　弥生台店〒245-0008 045-815-1301株式会社　クラスター佐藤　眞一 平19. 1. 1 薬局
     泉薬76 横浜市泉区弥生台２９－１ 常　勤:    2メディカル　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　佐藤　眞一 平25. 1. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1264368,078.2 サンドラッグ立場薬局〒245-0016 045-805-0127株式会社　サンドラッ林　達也 平19. 1.15 薬局
     泉薬78 横浜市泉区和泉町４０３９－１６常　勤:    1グ　代表取締役　赤尾 新規 現存
     (薬       1)　主哉 平25. 1.15
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1265368,079.0 みのり薬局 〒245-0016 045-805-6690徳永薬局　株式会社　梅澤　晃子 平19. 5. 1 薬局
     泉薬79 横浜市泉区和泉町５２３－２ 常　勤:    1代表取締役　徳永　愛 組織変更 現存
     (薬       1)子 平25. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1266368,080.8 サンドラッグ山手台薬〒245-0004 045-815-1951株式会社　サンドラッ安田　哲章 平19. 7.15 薬局
     泉薬80 局 横浜市泉区領家２－１１－２ 常　勤:    1グ　代表取締役　赤尾 新規 現存
     (薬       1)　主哉 平25. 7.15
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1267368,081.6 明燦薬局 〒245-0014 045-803-6411佐藤　陽二 佐藤　弘子 平20. 2.15 薬局
     泉薬81 横浜市泉区中田南２－１６－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平26. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1268368,083.2 クリエイトエス・ディ〒245-0016 045-800-6337株式会社　クリエイト玉村　淳一 平20. 6.15 薬局
     泉薬83 ー立場店薬局 横浜市泉区和泉町２８１１－５ 常　勤:    4エス・ディー　代表取 新規 現存
     (薬       4)締役　廣瀨　泰三 平26. 6.15
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1269368,084.0 スギ薬局　泉西が岡店〒245-0006 045-810-5331株式会社　スギ薬局　谷内田　多世 平20.11. 1 薬局
     泉薬84 横浜市泉区西が岡１－３－１ 常　勤:    1代表取締役　榊原　栄 新規 現存
     (薬       1)一 平26.11. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1270368,085.7 ゆたか薬局いちょう店〒245-0018 045-802-8115株式会社　ファイン　上羽　真美 平20.11. 1 薬局
     泉薬85 横浜市泉区上飯田町２６７０－３常　勤:    3代表取締役　林　隆史 組織変更 現存
     ２ (薬       3) 平26.11. 1
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 1271368,087.3 ハックドラッグ　中田〒245-0014 045-801-8976株式会社　ＣＦＳコー平野　靖 平21.12. 1 薬局
     泉薬87 薬局 横浜市泉区中田南３－２－２１ 常　勤:    3ポレーション　代表取 新規 現存
     (薬       3)締役　宮下　雄二 平21.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1272368,089.9 日本調剤　泉山手台薬〒245-0008 045-810-3811日本調剤株式会社　代宮﨑　勝 平22. 4. 1 薬局
     泉薬89 局 横浜市泉区弥生台２９－１０メル常　勤:    3表取締役　三津原　博 新規 現存
     ベーユ山手台１Ｆ (薬       3) 平22. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1273368,091.5 サン薬局　いずみ野店〒245-0016 045-392-8467株式会社　サン薬局　鷲﨑　慎 平22. 9. 1 薬局
     泉薬91 横浜市泉区和泉町５７３２－９ 常　勤:    3代表取締役　奈良　秀 新規 現存
     (薬       3)一 平22. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1274368,092.3 薬樹薬樹　いずみ中央〒245-0018 045-806-2716薬樹株式会社　代表取櫻井　啓祐 平22.12. 1 薬局
     泉薬92 ２号店 横浜市泉区上飯田町９３９－１　常　勤:    3締役　小森　雄太 新規 現存
     メゾンドール１Ｆ　１０１ (薬       3) 平22.12. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1275368,093.1 あすか薬局西が岡店 〒245-0006 045-410-7300有限会社エー・トゥー舟木　修人 平23. 4. 1 薬局
     泉薬93 横浜市泉区西が岡１－２０－１６常　勤:    2・ゼットファーマシー 新規 現存
     (薬       2)　藤 　有紗 平23. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1276368,094.9 横浜緑園薬局 〒245-0009 045-443-5811徳永薬局株式会社　代山本　清高 平23.10. 1 薬局
     泉薬94 横浜市泉区新橋町５３－５ 常　勤:    1表取締役　徳永　愛子 新規 現存
     (薬       1) 平23.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1277368,095.6 コスモ調剤薬局 〒245-0016 045-804-1311株式会社　コスモス調土井　誠子 平24. 6. 1 薬局
     泉薬95 横浜市泉区和泉町３９４３－１ 常　勤:    1剤薬局　代表取締役　 交代 現存
     (薬       1)中嶋　賢子 平24. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1278368,096.4 クリエイト薬局いずみ〒245-0018 045-806-0393株式会社クリエイトエ松山　麻衣子 平25. 2. 1 薬局
     泉薬96 中央店 横浜市泉区上飯田町２０６０ 常　勤:    1ス・ディー　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　廣瀨　泰三 平25. 2. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1279368,098.0 トマト薬局大通り店 〒245-0013 045-443-9902有限会社メディカルト佐藤　喜江 平25. 5. 1 薬局
     泉薬98 横浜市泉区中田東３－１６－７ 常　勤:    1マト　代表取締役　佐 新規 現存
     (薬       1)藤　喜江 平25. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1280368,099.8 あおぞら薬局 〒245-0013 045-806-0720一般社団法人メディホ金子　なつみ 平25. 7. 1 薬局
     泉薬99 横浜市泉区中田東２－３－１６ 常　勤:    3ープかながわ　代表理 交代 現存
     (薬       3)事　木村　久美子 平25. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1281368,100.4 大信薬局いずみ野店 〒245-0016 045-804-3178株式会社大信薬局　代古屋　恵美子 平26. 9.16 薬局
     泉薬100 横浜市泉区和泉町５７３５－１４常　勤:    3表取締役　吉村　企右 移動 現存
     (薬       3) 平26. 9.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1282374,000.8 クリエイト薬局青葉あ〒225-0003 045-909-1013株式会社クリエイトエ村上　慎介 平25.12. 1 薬局
     青薬4000 ざみ野店 横浜市青葉区新石川１－１３－１常　勤:    1ス・ディー　代表取締 新規 現存
     ０ (薬       1)役　廣瀨　泰三 平25.12. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1283374,001.6 かもめ薬局 〒227-0046 045-961-1006株式会社Ｐｈａｒｍａ服部　亜矢子 平26. 3. 1 薬局
     青薬4001 横浜市青葉区たちばな台２－１－常　勤:    1　Ｍｅｄｉｃ．　代表 交代 現存
     ３ (薬       1)取締役　酒井　利幸 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1284374,002.4 藤ファーマシー　あお〒227-0038 045-507-7340有限会社藤ファーマシ大島　幸徳 平26. 4. 1 薬局
     青薬4002 ば奈良店 横浜市青葉区奈良４－６－１３ 常　勤:    3ー　代表取締役　中村 新規 現存
     (薬       3)　菊代 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1285374,003.2 青葉楽天堂薬局 〒225-0024 045-883-2998鈴木　幸弘 鈴木　幸弘 平26. 5. 1 薬局
     青薬4003 横浜市青葉区市ケ尾町１０６２－常　勤:    1 新規 現存
     １ (薬       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
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 1286374,004.0 スマイル薬局青葉黒須〒225-0022 045-532-6846株式会社スマイルドラ川口　英樹 平26. 5. 1 薬局
     青薬4004 田店 横浜市青葉区黒須田３２－１ 常　勤:    1ッグ　代表取締役　黒 新規 現存
     (薬       1)澤　和政 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1287374,006.5 あかね台たんぽぽ薬局〒227-0065 045-960-0231株式会社アインファー小寺　奏絵 平26. 4. 1 薬局
     青薬4006 横浜市青葉区恩田町１７７８－１常　勤:    2マシーズ　代表取締役 交代 現存
     (薬       2)　大谷　喜一 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1288374,007.3 大信薬局　たまプラー〒225-0002 045-905-2550株式会社大信薬局　代野中　郁代 平26. 8. 1 薬局
     青薬4007 ザ店 横浜市青葉区美しが丘２－１７－常　勤:    1表取締役　吉村　企右 交代 現存
     ２ (薬       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1289374,008.1 大信薬局　こどもの国〒227-0038 045-961-1777株式会社大信薬局　代山田　佳子 平26. 8. 1 薬局
     青薬4008 店 横浜市青葉区奈良５－１－１０ 常　勤:    5表取締役　吉村　企右 交代 現存
     (薬       5) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1290378,006.1 松田薬局 〒225-0002 045-901-2818有限会社　マルキ商事長棟　裕子 平19. 1. 9 薬局
     青薬6 横浜市青葉区美しが丘１－２３－常　勤:    1　代表取締役　松田　 移動 現存
     ２ (薬       1)和子 平25. 1. 9
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1291378,013.7 ニシカタ薬局 〒225-0024 045-971-6142西方　敏雄 西方　敏雄 昭53. 7.15 薬局
     青薬13 横浜市青葉区市ヶ尾町１０５５－常　勤:    1 現存
     ９ (薬       1) 平23. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1292378,014.5 有限会社　もみの木薬〒225-0026 045-902-2434有限会社もみの木薬局宮田　要一 昭54.10. 1 薬局
     青薬14 局 横浜市青葉区もみの木台７－２０常　勤:    1　代表取締役　宮田　 現存
     (薬       1)要一 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1293378,016.0 渡辺薬局 〒227-0054 045-984-3271渡辺　紀美枝 渡辺　紀美枝 昭55. 2. 1 薬局
     青薬16 横浜市青葉区しらとり台３５－１常　勤:    1 現存
     １ (薬       1) 平22. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1294378,017.8 山本薬局 〒227-0063 045-983-2496山本　忠宏 山本　忠宏 昭55. 2.15 薬局
     青薬17 横浜市青葉区榎が丘５－５ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平22. 2.15
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 1295378,021.0 藤が丘薬局 〒227-0043 045-973-4587有限会社藤が丘薬局　手塚　洋子 昭55. 6. 1 薬局
     青薬21 横浜市青葉区藤が丘２－５－３ 常　勤:    3代表取締役　山崎　秀 現存
     (薬       3)之 平22. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1296378,023.6 藤ファーマシー 〒227-0061 045-981-1005（有）藤ファーマシー中村　菊代 平14. 7. 1 薬局
     青薬23 横浜市青葉区桜台２－２ 常　勤:    2　代表取締役　中村　 移動 現存
     (薬       2)菊代 平26. 7. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1297378,025.1 有限会社ニッセイ薬局〒227-0048 045-973-9059有限会社ニッセイ薬局清水　和子 昭57. 6. 1 薬局
     青薬25 横浜市青葉区柿の木台１－２５ 常　勤:    1　取締役社長　市川　 現存
     (薬       1)隆 平24. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1298378,031.9 市ヶ尾調剤薬局 〒225-0024 045-973-1399共明産業株式会社　代田口　博子 平24. 3. 1 薬局
     青薬31 横浜市青葉区市ヶ尾町１０６３－常　勤:    3表取締役　青柳　隆一 移動 現存
     ３ (薬       3) 平24. 3. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1299378,033.5 たまプラーザ調剤薬局〒225-0002 045-903-2619（有）プラーザ調剤薬青山　理加 昭60.11.15 薬局
     青薬33 横浜市青葉区美しが丘５－１－５常　勤:    1局　代表取締役　青山 現存
     (薬       1)　理加 平24.11.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1300378,035.0 飯田薬局　たまプラー〒225-0002 045-903-6767有限会社　飯田商事　皆川　朋子 平18.11. 1 薬局
     青薬35 ザ店 横浜市青葉区美しが丘１－４－３常　勤:    7取締役　大塚　吉史 移動 現存
     －１０３ (薬       7) 平24.11. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1301378,036.8 市ヶ尾ファーマシー 〒225-0024 045-971-0093有限会社　キュアドゥ福田　薫 昭63. 7. 1 薬局
     青薬36 横浜市青葉区市ケ尾町１１５６－常　勤:    1ール　取締役　福田　 現存
     １１ (薬       1)薫 平24. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1302378,037.6 荏田調剤薬局 〒225-0013 045-912-3238株式会社志紀薬品　代濵田　真知子 平元. 1.15 薬局
     青薬37 横浜市青葉区荏田町４７８－３７常　勤:    1表取締役　矢野　圭子 現存
     (薬       1) 平22. 1.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1303378,040.0 あす香薬局 〒225-0011 045-901-7215有限会社メディカルフ近藤　道代 平26. 7. 1 薬局
     青薬40 横浜市青葉区あざみ野２－１２－常　勤:    3ァーマシーあざみ野　 移動 現存
     ４ (薬       3)代表取締役　小菅　弘 平26. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1304378,044.2 横浜漢方サント薬局 〒225-0011 045-902-5539株式会社　食創科学　山浦　卓 平 3. 9.15 薬局
     青薬44 横浜市青葉区あざみ野２－９－２常　勤:    3代表取締役　山浦　計 現存
     (薬       3)介 平24. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1305378,049.1 関水薬局 〒225-0024 045-971-2811株式会社横浜関水薬局関水　康彰 平 4. 6. 1 薬局
     青薬49 横浜市青葉区市ヶ尾町１１６８－常　勤:    2　代表取締役　関水　 現存
     １ (薬       2)康彰 平22. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1306378,051.7 医王堂薬局 〒227-0054 045-984-3247（有）医王堂薬局　取飯田　敏雄 平 6.11.13 薬局
     青薬51 横浜市青葉区しらとり台１－２ 常　勤:    2締役　飯田　敏雄 移動 現存
     (薬       2) 平24.11.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1307378,053.3 メディカルファーマシ〒225-0011 045-901-9115有限会社メディカルフ青柳　美江 平 5. 9. 1 薬局
     青薬53 ーあざみ野 横浜市青葉区あざみ野４－２－４常　勤:    1ァーマシーあざみ野　 現存
     (薬       1)代表取締役　小菅　弘 平23. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1308378,054.1 薬局　フィルファーマ〒227-0054 045-985-2388有限会社ロングス　代池田　秀子 平 5. 9.15 薬局
     青薬54 シー 横浜市青葉区しらとり台１－１２常　勤:    2表取締役　長井　章 現存
     (薬       2) 平23. 9.15
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1309378,060.8 田園薬局 〒225-0024 045-974-3006（有）田園薬局　代表篠田　澄子 平 6. 8. 1 薬局
     青薬60 横浜市青葉区市ケ尾町１１５４－常　勤:    2取締役　大谷　辰生 現存
     ２東急ドエル市ケ尾プラ－ザビル(薬       2) 平24. 8. 1
     １Ｆ 非常勤:    2
     (薬       2)
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 1310378,061.6 みき薬局 〒225-0015 045-913-1498有限会社にしかわ薬局福岡　良子 平 6. 8. 1 薬局
     青薬61 横浜市青葉区荏田北３－１－４佐常　勤:    3　代表取締役　西川　 現存
     藤ビル (薬       3)幹修 平24. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1311378,062.4 横浜調剤薬局荏田店 〒225-0013 045-911-0719株式会社　横浜調剤薬栗木　朋子 平 6. 9.15 薬局
     青薬62 横浜市青葉区荏田町４２３－２ 常　勤:    4局　代表取締役　野呂 現存
     (薬       4)　敦 平24. 9.15
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1312378,065.7 薬樹薬局　藤が丘 〒227-0043 045-972-9473薬樹株式会社　代表取阿形　千惠子 平10. 7. 1 薬局
     青薬65 横浜市青葉区藤が丘１－２５－１常　勤:    1締役　小森　雄太 その他 現存
     シーズレフィネ２５－１Ｆ (薬       1) 平22. 7. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1313378,071.5 ハックドラッグ青葉台〒227-0062 045-989-1381株式会社　ＣＦＳコー柳下　裕子 平 8. 1. 1 薬局
     青薬71 薬局 横浜市青葉区青葉台２－９－１０常　勤:    7ポレーション　代表取 新規 現存
     (薬       7)締役　宮下　雄二 平23. 1. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1314378,073.1 イシフク薬局 〒227-0062 045-982-8530有限会社　青葉イシフ石福　俊幸 平 8. 4. 1 薬局
     青薬73 横浜市青葉区青葉台２－３－１ 常　勤:    2ク薬局　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)石福　俊幸 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1315378,080.6 薬樹薬局　青葉台 〒227-0062 045-982-4828薬樹株式会社　代表取浦田　薫 平10. 7. 1 薬局
     青薬80 横浜市青葉区青葉台１－１４－１常　勤:    4締役　小森　雄太 その他 現存
     第二青葉台ビル２Ｆ２０１ (薬       4) 平22. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1316378,081.4 フィットケアデポ荏田〒225-0013 045-913-3177株式会社　カメガヤ　長谷川　亮 平 8.12. 1 薬局
     青薬81 ２４６店薬局 横浜市青葉区荏田町４２４－３ 常　勤:    1代表取締役　鈴木　滋 新規 現存
     (薬       1)雄 平23.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1317378,083.0 有限会社　めぐみ薬局〒227-0043 045-973-8616有限会社　めぐみ薬局平山　康子 平 9. 4. 1 薬局
     青薬83 横浜市青葉区藤が丘２－３－３第常　勤:    2　代表取締役　平山　 新規 現存
     ２飯田ビル２０６ (薬       2)謙三 平24. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1318378,084.8 松風台薬局 〒227-0067 045-982-3057有限会社　日東薬品　鈴木　祐 平 9. 6.15 薬局
     青薬84 横浜市青葉区松風台１３－５ライ常　勤:   11代表取締役　鈴木　知 新規 現存
     ムライト松風台３－１階 (薬      11)子 平24. 6.15
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1319378,085.5 緑山薬局 〒227-0033 045-961-2567有限会社　瀬戸薬品　瀬戸　美代子 平 9.10. 1 薬局
     青薬85 横浜市青葉区鴨志田町５４０－２常　勤:    1代表取締役　　瀬戸　 新規 現存
     (薬       1)美代子 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1320378,086.3 薬局アキファーマシー〒227-0038 045-962-8000有限会社　アキアソシ神田　啓二 平 9.10. 1 薬局
     青薬86 横浜市青葉区奈良１－１８－１ア常　勤:    1エイツ　代表取締役　 組織変更 現存
     ゴーラ１０５ (薬       1)神田　啓二 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1321378,088.9 藤が丘薬局南口駅ビル〒227-0043 045-973-2122有限会社　藤が丘薬局椿　佳子 平14.10. 1 薬局
     青薬88 店 横浜市青葉区藤が丘２－５－５Ｆ常　勤:    3　代表取締役　山崎　 移動 現存
     ・ＧＡＲＥ２階 (薬       3)秀之 平26.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1322378,090.5 ファーマシーフォレス〒225-0002 045-904-2232株式会社　ひかり　代長門　明祥 平10. 4. 1 薬局
     青薬90 ト　たまプラーザ店 横浜市青葉区美しが丘２－２０－常　勤:    1表取締役　森　澄人 その他 現存
     １９ (薬       1) 平22. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1323378,092.1 めぐみ薬局しらとり台〒227-0054 045-984-2363有限会社　めぐみ薬局平山　謙三 平11. 3. 1 薬局
     青薬92 横浜市青葉区しらとり台１７－１常　勤:    2　代表取締役　平山　 新規 現存
     ２ (薬       2)謙三 平23. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1324378,094.7 ライフ薬局 〒225-0001 045-909-0231株式会社　ライズ　代村上　 子 平11. 4. 1 薬局
     青薬94 横浜市青葉区美しが丘西３－６５常　勤:    6表取締役　多田　祥英 新規 現存
     －６美しが丘西クリニックプラザ(薬       6) 平23. 4. 1
     １Ｆ 非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1325378,096.2 ドレミ薬局　市が尾店〒225-0024 045-972-6322有限会社　ティーエス北村　智子 平11. 5.15 薬局
     青薬96 横浜市青葉区市ヶ尾町１０７５－常　勤:    2ファーマシー　代表取 新規 現存
     １ (薬       2)締役　芳賀　誠司 平23. 5.15
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1326378,100.2 有限会社　グリーン調〒225-0011 045-901-7755有限会社　グリーン調苅谷　裕子 平14. 2.22 薬局
     青薬100 剤薬局 横浜市青葉区あざみ野１－８－３常　勤:    3剤薬局　代表取締役　 移動 現存
     (薬       3)深澤　セキ子 平26. 2.22
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1327378,106.9 青葉緑山薬局 〒227-0036 045-960-1551徳永薬局株式会社　代山本　美江 平12. 6. 1 薬局
     青薬106 横浜市青葉区奈良町２３１８－２常　勤:    1表取締役　德永　愛子 新規 現存
     (薬       1) 平24. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1328378,109.3 ひまわり薬局 〒227-0038 045-960-3007有限会社　エムアイメ岸　郁妃 平12. 8. 1 薬局
     青薬109 横浜市青葉区奈良１－１３－９－常　勤:    2ディカル　代表取締役 新規 現存
     ２０１ (薬       2)　石崎　一哉 平24. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1329378,111.9 つつじが丘薬局 〒227-0054 045-984-0114 本　郁子 本　郁子 平16. 3. 1 薬局
     青薬111 横浜市青葉区しらとり台２－１５常　勤:    2 移動 現存
     (薬       2) 平22. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1330378,112.7 ハックドラッグあざみ〒225-0011 045-909-1427株式会社　ＣＦＳコー西澤　昂 平12.10. 1 薬局
     青薬112 野薬局 横浜市青葉区あざみ野１－１１－常　勤:    2ポレーション　代表取 新規 現存
     ２　１階 (薬       2)締役　宮下　雄二 平24.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1331378,113.5 藤が丘おひさま薬局 〒227-0043 045-973-8010有限会社　はれまあく菅野　泰代 平12.10. 1 薬局
     青薬113 横浜市青葉区藤が丘１－２８－１常　勤:    6　代表取締役　北見　 新規 現存
     ４ (薬       6)道子 平24.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1332378,114.3 アドバン薬局 〒227-0041 045-979-0012有限会社　アドバン　小林　吏惠 平12.10.15 薬局
     青薬114 横浜市青葉区上谷本町７２３－１常　勤:    2代表取締役　藤本　有 新規 現存
     (薬       2)紀子 平24.10.15
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1333378,115.0 グリム薬局 〒227-0034 045-960-4831株式会社ヤマグチ薬局葛上　陽子 平12.11. 1 薬局
     青薬115 横浜市青葉区桂台２－２７－３８常　勤:    2　代表取締役　山口　 新規 現存
     (薬       2)重雄 平24.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1334378,117.6 株式会社　アサヒファ〒225-0002 045-905-5602株式会社　アサヒファ束野　陽子 平13. 5. 1 薬局
     青薬117 ーマシー　美しが丘薬横浜市青葉区美しが丘２－１７－常　勤:    2ーマシー　代表取締役 新規 現存
     局 １２ (薬       2)　堀之内　仁 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1335378,119.2 あおぞら薬局 〒225-0024 045-971-3539有限会社　ファーメシ小山　晶子 平20. 9. 1 薬局
     青薬119 横浜市青葉区市ケ尾町１１６７－常　勤:    1ア　代表取締役　小山 移動 現存
     １ラバーブル昌和１階Ｃ (薬       1)　晶子 平26. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1336378,120.0 綾部薬局　奈良北店 〒227-0036 045-960-5931有限会社　綾部ファー青木　佳子 平19. 7. 1 薬局
     青薬120 横浜市青葉区奈良町１５６６－２常　勤:    2マシー　代表取締役　 移動 現存
     ７１ (薬       2)瀬谷　雅行 平25. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1337378,122.6 クオール薬局たちばな〒227-0046 045-960-6189クオール株式会社　代木田　和枝 平13.11. 1 薬局
     青薬122 台店 横浜市青葉区たちばな台２－７－常　勤:    7表取締役　中村　勝 新規 現存
     ８ (薬       7) 平25.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1338378,126.7 薬局トモズ　青葉台店〒227-0062 045-532-3315株式会社　トモズ　代松永　幸江 平21.10. 1 薬局
     青薬126 横浜市青葉区青葉台１－６－１４常　勤:    8表取締役　師岡　伸生 移動 現存
     エキニア青葉台 (薬       8) 平21.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1339378,127.5 薬局トモズ青葉台東急〒227-0062 045-985-8705株式会社　トモズ　代鈴木　智草 平14. 4. 1 薬局
     青薬127 スクエア店 横浜市青葉区青葉台１－７－１青常　勤:    4表取締役　師岡　伸生 組織変更 現存
     葉台東急スクエア北館１Ｆ (薬       4) 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1340378,128.3 昭和調剤薬局 〒225-0002 045-903-2547株式会社医薬品情報研石田　志津子 平17. 2.28 薬局
     青薬128 横浜市青葉区美しが丘１－１３－常　勤:    3究所　代表取締役　小 移動 現存
     ２－１Ｆ (薬       3)松　榮富 平23. 2.28
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1341378,129.1 ドリーム薬局田奈店 〒227-0064 045-988-5250有限会社フロムサーテ関谷　基 平24. 8. 6 薬局
     青薬129 横浜市青葉区田奈町７６－２３ 常　勤:    4ィ　代表取締役　田嶋 移動 現存
     (薬       4)　継明 平24. 8. 6
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1342378,131.7 のぞみ薬局 〒225-0024 045-972-9294有限会社　エヌエムビ大室　智之 平14. 8. 1 薬局
     青薬131 横浜市青葉区市ケ尾町１０６２－常　勤:    3ー　代表取締役　西川 新規 現存
     ５グランドハイツ森 (薬       3)　幹修 平26. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1343378,133.3 クオール薬局　青葉台〒227-0046 045-960-4389クオール株式会社　代髙野　裕 平23.10. 1 薬局
     青薬133 店 横浜市青葉区たちばな台２－２－常　勤:    6表取締役　中村　勝 移動 現存
     ４３ (薬       6) 平23.10. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1344378,134.1 しらとり薬局 〒227-0054 045-989-5303株式会社　新成堂　代近藤　久美子 平14.11.15 薬局
     青薬134 横浜市青葉区しらとり台２－１０常　勤:    1表取締役　新関　一成 新規 現存
     フジカビル１Ｆ－Ａ (薬       1) 平26.11.15
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1345378,136.6 荏子田ファーマシー 〒225-0005 045-903-1212株式会社　日本アポッ三宅　順子 平15. 3. 1 薬局
     青薬136 横浜市青葉区荏子田２－７－１０常　勤:    4ク　代表取締役　犬竹 交代 現存
     (薬       4)　一浩 平21. 3. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1346378,137.4 ハックベリー美しが丘〒225-0001 045-902-5984株式会社　ＣＦＳコー澁谷　領 平15. 4.15 薬局
     青薬137 薬局 横浜市青葉区美しが丘西３－６５常　勤:    7ポレーション　代表取 新規 現存
     －３ (薬       7)締役　宮下　雄二 平21. 4.15
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1347378,139.0 アミカル薬局 〒227-0047 045-979-0430有限会社アミカル薬局中島　美作子 平24. 8.13 薬局
     青薬139 横浜市青葉区みたけ台３－１８パ常　勤:    1　取締役　中島　美作 移動 現存
     ルコートイイダ１０２ (薬       1)子 平24. 8.13
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1348378,140.8 ＡＢＣ薬局 〒225-0022 045-975-1803小島　忠 大鹿　正治 平15.10.15 薬局
     青薬140 横浜市青葉区黒須田３３－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平21.10.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1349378,141.6 クリエイトエス・ディ〒227-0034 045-960-3382株式会社クリエイトエ藤島　加奈 平15.10.15 薬局
     青薬141 ー桂台店薬局 横浜市青葉区桂台１－２１－１２常　勤:    5ス・ディー　代表取締 新規 現存
     (薬       5)役　廣瀨　泰三 平21.10.15
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1350378,143.2 あざみ野南薬局 〒225-0012 045-910-5141徳永薬局株式会社　代金光　雅子 平22. 9. 1 薬局
     青薬143 横浜市青葉区あざみ野南２－１－常　勤:    1表取締役　徳永　愛子 移動 現存
     ２１　ベオラプレイス　１－Ａ (薬       1) 平22. 9. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1351378,144.0 テンミョウ薬局田奈店〒227-0064 045-984-3900天明　修 田中　和子 平15.11. 1 薬局
     青薬144 横浜市青葉区田奈町７７－８０ 常　勤:    3 交代 現存
     (薬       3) 平21.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1352378,145.7 松浦薬局 〒227-0043 045-973-2915竹山　孝浩 竹山　孝浩 平21. 7. 6 薬局
     青薬145 横浜市青葉区藤が丘１－２８－４常　勤:    1 移動 現存
     １ (薬       1) 平21. 7. 6
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1353378,146.5 セントラル薬局 〒227-0043 045-971-8497株式会社ＳＦ・インフ佐藤　百恵 平16. 1. 1 薬局
     青薬146 横浜市青葉区藤が丘２－２９－１常　勤:    5ォネット　代表取締役 組織変更 現存
     ０ (薬       5)　田邊　澄子 平22. 1. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1354378,148.1 江田駅前薬局 〒225-0013 045-914-6482株式会社横浜調剤薬局木嶋　千世 平16. 6. 1 薬局
     青薬148 横浜市青葉区荏田町２３６１－３常　勤:    2　代表取締役　野呂　 新規 現存
     (薬       2)敦 平22. 6. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1355378,149.9 マーガレット薬局 〒227-0038 045-961-0992有限会社グレイスファ木村　英理子 平16. 6.15 薬局
     青薬149 横浜市青葉区奈良１－３－３ 常　勤:    1ーマ　取締役　木村　 新規 現存
     (薬       1)英理子 平22. 6.15
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1356378,150.7 サンドラッグ荏子田薬〒225-0005 045-909-1620株式会社サンドラッグ石坂　純 平16. 8. 1 薬局
     青薬150 局 横浜市青葉区荏子田３－２４ 常　勤:    1　代表取締役　赤尾　 新規 現存
     (薬       1)主哉 平22. 8. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1357378,151.5 あざみ野東薬局 〒225-0003 045-905-2630徳永薬局株式会社　代武川　祥 平16.10. 1 薬局
     青薬151 横浜市青葉区新石川１－１４－１常　勤:    1表取締役　徳永　愛子 新規 現存
     (薬       1) 平22.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1358378,152.3 ウエルシア薬局　藤が〒227-0043 045-978-6608ウエルシア薬局株式会池　澈 平18. 3. 1 薬局
     青薬152 丘店 横浜市青葉区藤が丘１－３６－１常　勤:    1社　代表取締役　水野 交代 現存
     アポラン藤が丘内 (薬       1)　秀晴 平24. 3. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1359378,153.1 スマイル薬局　藤が丘〒227-0043 045-972-6821株式会社スマイルドラ吉村　史子 平18. 3. 1 薬局
     青薬153 店 横浜市青葉区藤が丘１－２８－１常　勤:    3ッグ　代表取締役　黒 交代 現存
     ２ (薬       3)澤　和政 平24. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1360378,155.6 藤ファーマシー　すす〒225-0021 045-905-1330有限会社　藤ファーマ若林　直子 平18. 8. 1 薬局
     青薬155 き野店 横浜市青葉区すすき野３－２－１常　勤:    2シー　代表取締役　中 新規 現存
     ３ (薬       2)村　菊代 平24. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1361378,156.4 飯田薬局江田店 〒225-0015 045-911-6654有限会社　飯田商事　伊藤　佐枝子 平18.12. 1 薬局
     青薬156 横浜市青葉区荏田北１－２－１ 常　勤:    2取締役　大塚　吉史 新規 現存
     (薬       2) 平24.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1362378,157.2 薬局トモズたまプラー〒225-0003 045-910-5627株式会社　トモズ　代入澤　寛子 平19. 1.15 薬局
     青薬157 ザテラス店 横浜市青葉区新石川２－２－１　常　勤:    6表取締役　師岡　伸生 新規 現存
     たまプラーザテラスサウスプラザ(薬       6) 平25. 1.15
     １Ｆ 非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1363378,158.0 のぞみ薬局　あざみ野〒225-0004 045-901-5261株式会社　のぞみ薬品浦田　茂朗 平19. 2. 1 薬局
     青薬158 店 横浜市青葉区元石川町３７２０－常　勤:    2　代表取締役　石井　 新規 現存
     ９ (薬       2)健 平25. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1364378,159.8 メディスンショップサ〒225-0003 045-910-0067株式会社　サニタ　代横井　るみ 平19. 4. 1 薬局
     青薬159 ニタたまプラーザ薬局横浜市青葉区新石川３－１５－１常　勤:    3表取締役　津田　康徳 新規 現存
     ６ (薬       3) 平25. 4. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1365378,162.2 あざみ野センター薬局〒225-0011 045-901-4815有限会社　メディカル小菅　佐稚子 平24. 1. 1 薬局
     青薬162 横浜市青葉区あざみ野１－２６－常　勤:    2ファーマシーあざみ野 移動 現存
     １ (薬       2)　代表取締役　小菅　 平24. 1. 1
     非常勤:    6弘
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1366378,164.8 クリエイト薬局　青葉〒225-0014 045-910-6820株式会社　クリエイト藤代　恭子 平19. 9.15 薬局
     青薬164 荏田西店 横浜市青葉区荏田西２－１４－５常　勤:    1エス・ディー　代表取 新規 現存
     (薬       1)締役　廣瀨　泰三 平25. 9.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1367378,165.5 龍生堂薬局　あざみ野〒225-0011 045-909-5673株式会社　龍生堂本店塚田　晃司 平19.10. 1 薬局
     青薬165 店 横浜市青葉区あざみ野２－３０三常　勤:    3　代表取締役　関口　 新規 現存
     規庭内（Ｂ－１３区） (薬       3)信行 平25.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1368378,166.3 オハマ薬局　こどもの〒227-0038 045-961-1280有限会社　ウイズメデ隈部　恭子 平19.11. 1 薬局
     青薬166 国店 横浜市青葉区奈良１－１８－１３常　勤:    1ィカル　代表取締役　 新規 現存
     　岩崎ビル２Ｆ (薬       1)小濱　健彦 平25.11. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1369378,167.1 かもめ薬局　たまプラ〒225-0003 045-912-4431トライアドジャパン　佐川　朝子 平20. 6.15 薬局
     青薬167 ーザ健康館 横浜市青葉区新石川３－１４－１常　勤:    2株式会社　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　竹内　尚子 平26. 6.15
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1370378,169.7 十字堂薬局 〒225-0015 045-910-0875十字堂メディカル株式位下　はるみ 平20.10. 1 薬局
     青薬169 横浜市青葉区荏田北３－７－２５常　勤:    2会社　代表取締役　菊 新規 現存
     (薬       2)池　武夫 平26.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1371378,170.5 さつき薬局 〒227-0053 045-971-2209中野　剛 中野　剛 平20.12. 1 薬局
     青薬170 横浜市青葉区さつきが丘４－１０常　勤:    1 交代 現存
     －１０２ (薬       1) 平20.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1372378,171.3 コスモス薬局 〒227-0038 045-509-1964有限会社　エムアイメ東　寛美 平22. 3. 1 薬局
     青薬171 横浜市青葉区奈良１－６－４グリ常　勤:    1ディカル　取締役　石 新規 現存
     ーンリーフ１０３ (薬       1)﨑　一哉 平22. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1373378,172.1 さくら薬局　藤が丘店〒227-0043 045-974-2900クラフト株式会社　代車取　奈緒子 平22. 4. 1 薬局
     青薬172 横浜市青葉区藤が丘１－２８－１常　勤:    8表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     ９ (薬       8) 平22. 4. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1374378,173.9 ひまわり調剤　横浜北〒225-0024 045-482-3041ひまわり調剤薬局株式山内　麻美 平22. 8. 1 薬局
     青薬173 部薬局 横浜市青葉区市ケ尾町１０５２－常　勤:    1会社　代表取締役　笹 新規 現存
     １サニー市ケ尾３号室 (薬       1)沼　壮 平22. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1375378,176.2 田辺薬局横浜奈良店 〒227-0036 045-309-7849田辺薬局株式会社　代橋本　啓子 平22. 9. 1 薬局
     青薬176 横浜市青葉区奈良町１５６６－２常　勤:    2表取締役　佐藤　淳一 交代 現存
     １５ (薬       2) 平22. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1376378,178.8 藤ファーマシー青葉台〒227-0062 045-482-4942有限会社　藤ファーマ松田　慶子 平22.12. 1 薬局
     青薬178 店 横浜市青葉区青葉台２－２－１ 常　勤:    1シー　代表取締役　中 新規 現存
     (薬       1)村　菊代 平22.12. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1377378,179.6 フィットケアデポ市ヶ〒225-0024 045-978-5551株式会社カメガヤ　代渡辺　節子 平22.12. 1 薬局
     青薬179 尾店薬局 横浜市青葉区市ケ尾町１１５４－常　勤:    1表取締役　鈴木　滋雄 新規 現存
     ２　市ヶ尾プラーザ　１Ｆ (薬       1) 平22.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1378378,182.0 クリエイト薬局　青葉〒227-0061 045-989-1071株式会社クリエイトエ松田　隆広 平23. 9. 1 薬局
     青薬182 桜台店 横浜市青葉区桜台３２－５ 常　勤:    3ス・ディー　代表取締 新規 現存
     (薬       3)役　廣瀨　泰三 平23. 9. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1379378,184.6 日本調剤　あざみ野薬〒225-0011 045-905-2712日本調剤株式会社　代石見　諭 平23.11. 1 薬局
     青薬184 局 横浜市青葉区あざみ野１－１０－常　勤:    3表取締役　三津原　博 新規 現存
     ５ (薬       3) 平23.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1380378,185.3 クリエイト薬局　柿の〒227-0048 045-979-0650株式会社　クリエイト相澤　香奈 平23.11. 1 薬局
     青薬185 木台店 横浜市青葉区柿の木台４－７ボナ常　勤:    4エス・ディー　代表取 新規 現存
     ールもえぎ野 (薬       4)締役　廣瀨　泰三 平23.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1381378,187.9 そうごう薬局　あざみ〒225-0013 045-910-0651総合メディカル株式会田村　友穏 平24. 3. 1 薬局
     青薬187 野店 横浜市青葉区荏田町２３４－１ボ常　勤:    1社　代表取締役　田代 新規 現存
     ナールあざみ野２号室 (薬       1)　五男 平24. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1382378,189.5 日本調剤　藤が丘薬局〒227-0043 045-973-6602日本調剤株式会社　代清水　雅浩 平26. 6.16 薬局
     青薬189 横浜市青葉区藤が丘１－２８－７常　勤:    2表取締役　三津原　博 移動 現存
     (薬       2) 平26. 6.16
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1383378,190.3 まごころ薬局　市ヶ尾〒225-0024 045-508-9590有限会社　ハートメデ新田　惠子 平24. 4. 1 薬局
     青薬190 店 横浜市青葉区市ケ尾町５１８－１常　勤:    1ィカル　代表取締役　 新規 現存
     東急ドエル・アルス市ケ尾南１０(薬       1)宇多　洋一 平24. 4. 1
     ２ 非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1384378,192.9 フレンド薬局　青葉台〒227-0062 045-507-6181株式会社　フレンド　向井　睦 平24. 5. 1 薬局
     青薬192 店 横浜市青葉区青葉台１－１５－６常　勤:    1代表取締役　谷　孝裕 新規 現存
     鈴木貸店舗西側 (薬       1) 平24. 5. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1385378,193.7 あおば台薬局 〒227-0062 045-986-2808徳永薬局株式会社　代二藤部　亮一 平24. 6. 1 薬局
     青薬193 横浜市青葉区青葉台１－２８－１常　勤:    1表取締役　徳永　愛子 交代 現存
     アイリッシュ青葉台 (薬       1) 平24. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1386378,194.5 日本調剤　青葉台薬局〒227-0062 045-989-2271日本調剤株式会社　代小林　沙紀 平24. 7. 1 薬局
     青薬194 横浜市青葉区青葉台２－１０－１常　勤:    2表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       2) 平24. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1387378,195.2 ローソンクオール薬局〒227-0043 045-979-0289クオール株式会社　代飯田　多重子 平24. 8. 1 薬局
     青薬195 横浜藤が丘一丁目店 横浜市青葉区藤が丘１－２８－２常　勤:    1表取締役　中村　勝 新規 現存
     ９ (薬       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1388378,196.0 ハックドラッグ青葉台〒227-0062 045-988-1112株式会社　ＣＦＳコー伊井　智子 平24. 8. 1 薬局
     青薬196 パルテ薬局 横浜市青葉区青葉台２－８－２０常　勤:    3ポレーション　代表取 新規 現存
     パルテ青葉台１Ｆ (薬       3)締役　宮下　雄二 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1389378,197.8 日本調剤　美しが丘薬〒225-0002 045-905-5681日本調剤株式会社　代小木　義仁 平24. 9. 1 薬局
     青薬197 局 横浜市青葉区美しが丘４－１－１常　勤:    2表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       2) 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1390378,198.6 リブラ薬局　あざみ野〒225-0012 045-507-8267株式会社Ｌｉｂｒａ　林　美季 平24.11. 1 薬局
     青薬198 店 横浜市青葉区あざみ野南２－１４常　勤:    1代表取締役　的場　洋 新規 現存
     －５ (薬       1)一郎 平24.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1391378,200.0 Ｍ＆Ｍ薬局　青葉台店〒227-0062 045-988-0711クオール株式会社　代櫻井　知子 平25. 3. 1 薬局
     青薬200 横浜市青葉区青葉台１－１５－１常　勤:    1表取締役　中村　勝 交代 現存
     ５ (薬       1) 平25. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1392378,201.8 こじか薬局 〒227-0054 045-981-2500株式会社ケイアイエム深井　眞由美 平25. 5. 7 薬局
     青薬201 横浜市青葉区しらとり台１－１１常　勤:    1　代表取締役　伊石　 新規 現存
     (薬       1)清人 平25. 5. 7
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1393378,202.6 ＥＢＳ薬局たまプラー〒225-0002 045-905-1850イービーエス株式会社大多和　忠 平25. 3.28 薬局
     青薬202 ザ店 横浜市青葉区美しが丘２－１４－常　勤:    1　代表取締役　道下　 交代 現存
     ７ (薬       1)太英子 平25. 3.28
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1394378,203.4 ヘルスケアセイジョー〒225-0011 045-479-5400株式会社ココカラファ上島　慶子 平25. 4. 1 薬局
     青薬203 薬局あざみ野店 横浜市青葉区あざみ野１－７－１常　勤:    1インヘルスケア　代表 交代 現存
     ゴールドワンあざみ野１Ｆ (薬       1)取締役　石橋　一郎 平25. 4. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1395378,204.2 クリエイト薬局市ヶ尾〒225-0024 045-978-6380株式会社クリエイトエ谷原　梓 平25. 6. 1 薬局
     青薬204 店 横浜市青葉区市ケ尾町１１５３－常　勤:    1ス・ディー　代表取締 新規 現存
     ５ (薬       1)役　廣瀨　泰三 平25. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1396378,205.9 ニックあおば薬局 〒225-0025 045-974-3930株式会社ニック　代表長谷川　瞳 平25. 7. 1 薬局
     青薬205 横浜市青葉区鉄町５７－１ 常　勤:    1取締役　吉川　正男 交代 現存
     (薬       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1397378,206.7 クリエイト薬局青葉台〒227-0062 045-988-1755株式会社クリエイトエ小関　裕二 平25. 9. 1 薬局
     青薬206 二丁目店 横浜市青葉区青葉台２－１１－１常　勤:    2ス・ディー　代表取締 新規 現存
     ８ (薬       2)役　廣瀬　泰三 平25. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1398378,207.5 藤ファーマシー嶮山公〒225-0021 045-530-9528有限会社藤ファーマシ鈴木　摂子 平25. 9. 1 薬局
     青薬207 園店 横浜市青葉区すすき野３－２－１常　勤:    1ー　代表取締役　中村 新規 現存
     藤パークビル１Ｆ (薬       1)　菊代 平25. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1399378,208.3 サン薬局　あざみ野店〒225-0011 045-507-7901株式会社ストーン・フ福井　英人 平25.10. 1 薬局
     青薬208 横浜市青葉区あざみ野２－２－８常　勤:    5ィールド　代表取締役 新規 現存
     プロスパあざみ野ビル１０２ (薬       5)　石田　敬宏 平25.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1400378,209.1 若葉調剤薬局 〒225-0011 045-903-5668クラフト株式会社　代後藤　宏和 平25. 9. 1 薬局
     青薬209 横浜市青葉区あざみ野２－９－１常　勤:    6表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     １　サンサーラあざみ野ビル１Ｆ(薬       6) 平25. 9. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1401384,000.6 おひさま薬局都筑店 〒224-0001 045-511-7212有限会社おひさま薬局石野　美枝子 平25.11. 1 薬局
     都薬4000 横浜市都筑区中川１－１４－８ 常　勤:    1　代表取締役　海野　 新規 現存
     (薬       1)珠江 平25.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1402384,001.4 オレンジ薬局荏田店 〒224-0007 045-949-3115株式会社サノ・ファー岩田　暁子 平25.10. 1 薬局
     都薬4001 横浜市都筑区荏田南３－２－１３常　勤:    1マシー　代表取締役　 交代 現存
     サザンクロス１０２ (薬       1)佐野　元彦 平25.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1403384,002.2 オレンジ薬局北山田店〒224-0021 045-590-0156株式会社サノ・ファー千葉　菜穂子 平25.10. 1 薬局
     都薬4002 横浜市都筑区北山田１－７－１ソ常　勤:    1マシー　代表取締役　 交代 現存
     ニックスビル１Ｆ１０２ (薬       1)佐野　元彦 平25.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1404384,003.0 わかば薬局ニュータウ〒224-0062 045-942-2299株式会社ファーマみら川上　直孝 平25.11. 1 薬局
     都薬4003 ン店 横浜市都筑区葛が谷１０－１０ 常　勤:    2い　代表取締役　佃　 交代 現存
     (薬       2)敏之 平25.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1405384,004.8 スマイル薬局 〒224-0032 045-330-3000クオール株式会社　代鈴木　和子 平25.12. 1 薬局
     都薬4004 横浜市都筑区茅ケ崎中央５１－１常　勤:    2表取締役　中村　勝 交代 現存
     ０ (薬       2) 平25.12. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1406384,005.5 希望薬局 〒224-0033 045-507-8263有限会社富士ファミリ齊藤　健太郎 平26. 2. 1 薬局
     都薬4005 横浜市都筑区茅ケ崎東４－７－３常　勤:    2ードラッグ　代表取締 新規 現存
     １ (薬       2)役　伊藤　順子 平26. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1407384,006.3 中川Ｅ・Ｋファーマシ〒224-0001 045-911-8989クラフト株式会社　代福島　啓悟 平26. 6. 1 薬局
     都薬4006 ー 横浜市都筑区中川１－５－１７岡常　勤:    6表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     本ビル１０２ (薬       6) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1408384,007.1 川和マリン薬局 〒224-0057 045-509-1941有限会社ファースト薬川端　菜穂美 平26.10. 1 薬局
     都薬4007 横浜市都筑区川和町９９５－２ 常　勤:    1品　代表取締役　田中 新規 現存
     (薬       1)　靜子 平26.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1409388,002.8 川和薬局 〒224-0057 045-941-2051近江　秀之 近江　ます 昭55. 6.15 薬局
     都薬2 横浜市都筑区川和町２２９６－７常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平22. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1410388,011.9 荏田プラザ薬局 〒224-0007 045-942-3785（株）薬栄　代表取締落合　陵子 平 4. 1.15 薬局
     都薬11 横浜市都筑区荏田南５－１－１８常　勤:    2役　鎮目　静夫 現存
     (薬       2) 平22. 1.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1411388,016.8 にしかわ薬局 〒224-0041 045-943-5657西川　かおり 西川　かおり 平 4.12.15 薬局
     都薬16 横浜市都筑区仲町台５－５－１　常　勤:    2 現存
     Ａ－３ (薬       2) 平22.12.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1412388,017.6 太陽薬局 〒224-0037 045-942-9266有限会社　ドゥー　代片山　欣之 平 6. 1. 1 薬局
     都薬17 横浜市都筑区茅ヶ崎南５－１－１常　勤:    3表取締役　山本　利夫 現存
     ０ (薬       3) 平24. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1413388,021.8 せせらぎ薬局 〒224-0041 045-943-8820有限会社せせらぎ薬局小島　真奈 平 7. 1.15 薬局
     都薬21 横浜市都筑区仲町台１－３４－１常　勤:    4　代表取締役　田中　 新規 現存
     ８ふじみつるビル１０２号 (薬       4)睦子 平22. 1.15
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1414388,025.9 つづき薬局ボナージュ〒224-0041 045-942-2800株式会社　つづき薬局松本　佳恵 平 7. 7.15 薬局
     都薬25 店 横浜市都筑区仲町台５－７－１３常　勤:    2　代表取締役　吉田　 新規 現存
     (薬       2)陽子 平22. 7.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1415388,026.7 トップファーマシー 〒224-0041 045-942-0077有限会社富士ファミリ伊藤　直哉 平 7. 9.15 薬局
     都薬26 横浜市都筑区仲町台１－７－１２常　勤:    3ードラッグ　代表取締 新規 現存
     ブリッジ弐番館 (薬       3)役　伊藤　順子 平22. 9.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1416388,028.3 薬局ＣＶＳ　ＰＨＡＲ〒224-0037 045-942-1523有限会社　薬方商事　樋口　陽子 平 8. 4. 1 薬局
     都薬28 ＭＡＣＹ 横浜市都筑区茅ヶ崎南３－１－６常　勤:    1代表取締役　樋口　秀 新規 現存
     ０ (薬       1)治 平23. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1417388,036.6 薬樹薬局　見花山 〒224-0066 045-941-6113薬樹　株式会社　代表宮地　明子 平10. 4. 1 薬局
     都薬36 横浜市都筑区見花山１４－１０フ常　勤:    1取締役　小森　雄太 新規 現存
     ルール１Ｆ１０２ (薬       1) 平22. 4. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1418388,040.8 都筑セントラル薬局 〒224-0012 045-911-0661アポセ株式会社　代表男全　龍一 平10. 8.15 薬局
     都薬40 横浜市都筑区牛久保１－２－５プ常　勤:    3取締役　男全　龍一 新規 現存
     レミールすみれ１０２号 (薬       3) 平22. 8.15
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1419388,041.6 アリス薬局 〒224-0001 045-913-8930高條　洋子 影山　尚弘 平10. 9. 1 薬局
     都薬41 横浜市都筑区中川１－１０－２中常　勤:    1 新規 現存
     川センタービル１Ｆ (薬       1) 平22. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1420388,044.0 サニー薬局 〒224-0057 045-948-1088有限会社　サニー薬局藤田　智子 平10.10. 1 薬局
     都薬44 横浜市都筑区川和町２３４２－２常　勤:    1　代表取締役　赤木　 新規 現存
     (薬       1)徹 平22.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1421388,048.1 有限会社　おひさま薬〒224-0001 045-913-8689有限会社　おひさま薬海野　珠江 平11. 1. 1 薬局
     都薬48 局 横浜市都筑区中川１－１５－８ 常　勤:    2局　代表取締役　海野 組織変更 現存
     (薬       2)　珠江 平23. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1422388,049.9 みなみ調剤薬局 〒224-0032 045-945-1688有限会社　石崎メディ木村　より子 平11. 4. 1 薬局
     都薬49 横浜市都筑区茅ケ崎中央２４－３常　勤:    2カル　代表取締役　石 新規 現存
     太光ビル１Ｆ (薬       2)崎　勝 平23. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1423388,053.1 ふれあい調剤薬局セン〒224-0003 045-910-5526横浜メディカル株式会新見　美砂 平11.11. 1 薬局
     都薬53 ター北店 横浜市都筑区中川中央１－２－２常　勤:    2社　代表取締役　熊谷 新規 現存
     (薬       2)　典昭 平23.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1424388,054.9 せせらぎ薬局　センタ〒224-0032 045-944-2316有限会社　せせらぎ薬石間　街子 平21. 8. 2 薬局
     都薬54 ー南店 横浜市都筑区茅ケ崎中央７－２０常　勤:    5局　代表取締役　田中 移動 現存
     (薬       5)　睦子 平21. 8. 2
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1425388,058.0 町の薬局 〒224-0041 045-949-2722株式会社　ロコム　代松本　秀子 平12. 5.15 薬局
     都薬58 横浜市都筑区仲町台１－３３－１常　勤:    1表取締役　三河　ひと 新規 現存
     ６ステイツ仲町台１Ｆ (薬       1)み 平24. 5.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1426388,059.8 ゆり薬局 〒224-0029 045-592-0981株式会社　つづき薬局黒木　理香子 平12. 6. 1 薬局
     都薬59 横浜市都筑区南山田２－１８－７常　勤:    2　代表取締役　吉田　 新規 現存
     (薬       2)陽子 平24. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1427388,061.4 ニュータウン薬局 〒224-0041 045-944-0256有限会社　都筑薬局　坂井　洋敬 平12. 7. 1 薬局
     都薬61 横浜市都筑区仲町台１－９－１０常　勤:    3代表取締役　伊丹　彩 新規 現存
     (薬       3)夏 平24. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1428388,064.8 薬局ゆりかご 〒224-0034 045-590-6923有限会社　ゆりかご　中山　甫 平12.12. 1 薬局
     都薬64 横浜市都筑区勝田町３１６－２ 常　勤:    1代表取締役　森嶋　ま 新規 現存
     (薬       1)つ子 平24.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1429388,065.5 チノップス薬局センタ〒224-0003 045-912-7716有限会社　和香　代表佐俣　紀行 平13. 1.15 薬局
     都薬65 ー北駅前店 横浜市都筑区中川中央１－３４－常　勤:    4取締役　佐俣　紀行 新規 現存
     ２ (薬       4) 平25. 1.15
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1430388,067.1 クオール薬局港北店 〒224-0032 045-949-5800クオール株式会社　代村田　勇人 平13. 3. 1 薬局
     都薬67 横浜市都筑区茅ケ崎中央３６－６常　勤:   24表取締役　中村　勝 新規 現存
     (薬      24) 平25. 3. 1
     非常勤:   25
     (薬      25)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1431388,070.5 二子薬局都筑店 〒224-0032 045-949-6593有限会社　丈夫屋　代北村　雅子 平13. 4. 1 薬局
     都薬70 横浜市都筑区茅ケ崎中央１９－５常　勤:    4表取締役　渡辺　勇気 新規 現存
     (薬       4) 平25. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1432388,073.9 なかじま薬局貝の坂店〒224-0057 045-929-1220有限会社　ナカジマメ村松　香織 平13. 5. 1 薬局
     都薬73 横浜市都筑区川和町１０４ 常　勤:    3ディカル　代表取締役 新規 現存
     (薬       3)　前川　修 平25. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1433388,076.2 クオール薬局　つづき〒224-0032 045-949-0955クオール株式会社　代原　賢司 平13.10. 1 薬局
     都薬76 店 横浜市都筑区茅ケ崎中央３６－５常　勤:    9表取締役　中村　勝 新規 現存
     (薬       9) 平25.10. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1434388,078.8 おやまだ薬局 〒224-0024 045-595-3466有限会社　藤田薬局　商　夏海 平13.10.15 薬局
     都薬78 横浜市都筑区東山田町１５５０－常　勤:    4代表取締役　今村　康 新規 現存
     １ (薬       4)隆 平25.10.15
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1435388,079.6 つづきが丘薬局 〒224-0057 045-948-3240有限会社　横浜医療サ山下　裕子 平14. 1. 1 薬局
     都薬79 横浜市都筑区川和町２６８１－６常　勤:    1ービス　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)武原　正幸 平26. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1436388,080.4 みなと薬局 〒224-0041 045-943-9425熱海　弘子 林　美季 平22. 1. 1 薬局
     都薬80 横浜市都筑区仲町台１－２４－４常　勤:    3 移動 現存
     サンライズ仲町台１０２ (薬       3) 平22. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1437388,081.2 はまゆう薬局 〒224-0032 045-949-8012有限会社　はまゆう薬米澤　義雄 平14. 3.15 薬局
     都薬81 横浜市都筑区茅ケ崎中央２９－１常　勤:    1局　代表取締役　米澤 新規 現存
     １インターパレス１Ｆ (薬       1)　義雄 平26. 3.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1438388,082.0 ハックドラッグ港北東〒224-0032 045-948-5195株式会社　ＣＦＳコー吉成　慎一 平14. 5. 1 薬局
     都薬82 急Ｓ．Ｃ．薬局 横浜市都筑区茅ケ崎中央５－１－常　勤:    2ポレーション　代表取 新規 現存
     Ｂ１Ｆ (薬       2)締役　宮下　雄二 平26. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1439388,085.3 都筑すこやか薬局 〒224-0026 045-590-6870株式会社　日本アポッ常山　秀子 平15. 3. 1 薬局
     都薬85 横浜市都筑区南山田町４２５７－常　勤:    4ク　代表取締役　犬竹 交代 現存
     ３ (薬       4)　一浩 平21. 3. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1440388,086.1 ハートフル薬局荏田南〒224-0007 045-949-2525有限会社　ハートフル髙田　朋子 平15. 5. 1 薬局
     都薬86 店 横浜市都筑区荏田南３－３７－２常　勤:    2薬品　代表取締役　横 新規 現存
     ０ (薬       2)山　晃 平21. 5. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1441388,087.9 葛が谷薬局 〒224-0062 045-949-5017株式会社　横浜菊名薬深谷　真紀 平15. 5.15 薬局
     都薬87 横浜市都筑区葛が谷４－１４ベル常　勤:    4局　代表取締役　石川 新規 現存
     デセゾン１Ｆ (薬       4)　弓子 平21. 5.15
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1442388,088.7 サニー薬局東山田店 〒224-0024 045-590-0323有限会社サニー薬局　鈴木　祐子 平15.10. 1 薬局
     都薬88 横浜市都筑区東山田町２４９－１常　勤:    1代表取締役　赤木　徹 新規 現存
     (薬       1) 平21.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1443388,089.5 薬樹薬局　荏田東 〒224-0006 045-942-3330薬樹株式会社　代表取佐伯　達也 平15.10. 1 薬局
     都薬89 横浜市都筑区荏田東１－４－１２常　勤:    2締役　小森　雄太 交代 現存
     (薬       2) 平21.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1444388,094.5 エラン薬局 〒224-0034 045-941-7629有限会社　エラン　代川上　覚 平20. 7. 1 薬局
     都薬94 横浜市都筑区勝田町１０７４ 常　勤:    1表取締役　川上　覚 移動 現存
     (薬       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1445388,095.2 つばさ薬局 〒224-0003 045-914-6888有限会社サンセリテ　新幡　泰子 平16. 6. 1 薬局
     都薬95 横浜市都筑区中川中央１－２－１常　勤:    2代表取締役　柳田　裕 新規 現存
     (薬       2)子 平22. 6. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1446388,096.0 都筑薬局 〒224-0006 045-943-9822有限会社都築薬局　代伊丹　久典 平16. 6. 1 薬局
     都薬96 横浜市都筑区荏田東４－３－１９常　勤:    1表取締役　伊丹　彩夏 組織変更 現存
     (薬       1) 平22. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1447388,098.6 中川薬局　港北店 〒224-0021 045-590-6761株式会社グラム　代表米本　達也 平16.10.15 薬局
     都薬98 横浜市都筑区北山田１－１２－１常　勤:    2取締役　中川　一光 新規 現存
     ４コンフォート１Ｆ (薬       2) 平22.10.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1448388,099.4 薬局メディクス 〒224-0032 045-941-2627日本メディカルシステ黒川　浩紀 平17. 3.15 薬局
     都薬99 横浜市都筑区茅ケ崎中央５１－１常　勤:   11ム株式会社　代表取締 新規 現存
     ベルヴィル茅ケ崎１０１号室 (薬      11)役　髙木　友直 平23. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1449388,100.0 いづみ調剤薬局 〒224-0007 045-941-8498有限会社　いづみ荏田沼澤　陽子 平17.10. 1 薬局
     都薬100 横浜市都筑区荏田南５－７－９ 常　勤:    2ファーマシー　代表取 移動 現存
     (薬       2)締役　沼澤　陽子 平23.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1450388,101.8 中川薬局　都筑店 〒224-0021 045-590-6711株式会社　グラム　代田島　由美 平21. 8.27 薬局
     都薬101 横浜市都筑区北山田１－１４－３常　勤:    1表取締役　中川　一光 移動 現存
     １ティエヌケービルⅡ－１Ｆ (薬       1) 平21. 8.27
     非常勤:    2
     (薬       2)
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 1451388,102.6 わかば薬局　モザイク〒224-0003 045-914-2306株式会社　わかば　代宮木　麻衣子 平18. 3. 1 薬局
     都薬102 モール港北店 横浜市都筑区中川中央１－３１－常　勤:    5表取締役　杉本　年光 新規 現存
     １モザイクモール港北３Ｆ (薬       5) 平24. 3. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1452388,103.4 （有）すずらん薬局　〒224-0003 045-914-5173有限会社すずらん薬局松井　真澄 平18. 4. 1 薬局
     都薬103 センター北 横浜市都筑区中川中央１－２８－常　勤:    3　代表取締役　近藤　 新規 現存
     ２０ (薬       3)美由紀 平24. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1453388,105.9 あい薬局 〒224-0021 045-592-5926有限会社アイーダ　代吉田　亜美 平18. 6. 1 薬局
     都薬105 横浜市都筑区北山田２－３－７ウ常　勤:    2表取締役　菅原　義彦 新規 現存
     エストスクエアＢ１Ｆ２ (薬       2) 平24. 6. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1454388,107.5 ハックドラッグららぽ〒224-0053 045-929-5591株式会社　ＣＦＳコー原　朝子 平25. 3.15 薬局
     都薬107 ーと横浜薬局 横浜市都筑区池辺町４０３５－１常　勤:    3ポレーション　代表取 移動 現存
     ららぽーと横浜１Ｆ　１４０３－(薬       3)締役　宮下　雄二 平25. 3.15
     １ 非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1455388,109.1 すみれ中央薬局 〒224-0013 045-593-3009株式会社　レイニア　田中　裕美子 平19. 9. 1 薬局
     都薬109 横浜市都筑区すみれが丘６－３７常　勤:    2代表取締役　岡野　麻 組織変更 現存
     (薬       2)美子 平25. 9. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1456388,111.7 すみれ中央薬局　都筑〒224-0013 045-590-0551株式会社　レイニア　川上　真理子 平19. 9. 1 薬局
     都薬111 店 横浜市都筑区すみれが丘３７－１常　勤:    4代表取締役　岡野　麻 組織変更 現存
     －１０３ (薬       4)美子 平25. 9. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1457388,112.5 オアシス薬局 〒224-0001 045-915-9508そうげん　株式会社　石原　則子 平19. 9. 1 薬局
     都薬112 横浜市都筑区中川１－５－１９－常　勤:    1代表取締役　石原　則 組織変更 現存
     １０１ (薬       1)子 平25. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1458388,113.3 パル・センター北薬局〒224-0003 045-342-9261有限会社　パル・コー野田　幹太 平19.12.15 薬局
     都薬113 横浜市都筑区中川中央１－２９－常　勤:    2ポレーション　代表取 新規 現存
     ２４ (薬       2)締役　鈴木　嘉三 平25.12.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1459388,117.4 日本調剤　ふれあいの〒224-0062 045-948-6291日本調剤　株式会社　恒松　一乃 平20. 4. 1 薬局
     都薬117 丘薬局 横浜市都筑区葛が谷８－１０　都常　勤:    2代表取締役　三津原　 新規 現存
     筑ふれあいの丘駅前ビル１階 (薬       2)博 平26. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1460388,120.8 二子薬局　葛が谷店 〒224-0062 045-949-5158有限会社　丈夫屋　代山口　晃 平20. 7. 1 薬局
     都薬120 横浜市都筑区葛が谷１０－３ 常　勤:    1表取締役　渡辺　勇気 新規 現存
     (薬       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1461388,121.6 コスモス薬局 〒224-0061 045-479-1590有限会社エイエス　代三枚堂　結子 平20.10. 1 薬局
     都薬121 横浜市都筑区大丸１－２ 常　勤:    1表取締役　渡辺　章 新規 現存
     (薬       1) 平26.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1462388,122.4 アイセイ薬局北山田店〒224-0021 045-595-2280株式会社アイセイ薬局北澤　泰代 平20.10. 1 薬局
     都薬122 横浜市都筑区北山田１－９－３－常　勤:   11　代表取締役　岡村　 新規 現存
     １Ｆ (薬      11)幸彦 平26.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1463388,123.2 オリーブ薬局　センタ〒224-0003 045-913-6275有限会社　天野薬局　渡邉　正美 平20.11. 1 薬局
     都薬123 ー北店 横浜市都筑区中川中央１－３９－常　勤:    1代表取締役　天野　隆 組織変更 現存
     ４－１Ｆ（マイキャッスルセンタ(薬       1) 平26.11. 1
     ー北Ⅱ） 非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1464388,124.0 あやめ薬局 〒224-0057 045-929-1585株式会社　フォーラル鵜飼　雄基 平21. 5. 1 薬局
     都薬124 横浜市都筑区川和町１２３６－１常　勤:    3　代表取締役　松村　 新規 現存
     ガーデンプラザ川和１Ｆ－２ (薬       3)達 平21. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1465388,125.7 なつめ薬局 〒224-0032 045-500-9172田中　有紀 田中　有紀 平21. 7. 1 薬局
     都薬125 横浜市都筑区茅ケ崎中央３０－１常　勤:    1 新規 現存
     ６アイビル１０１ (薬       1) 平21. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1466388,128.1 中川駅前薬局 〒224-0001 045-482-3871徳永薬局株式会社　代備前　拓征 平22. 8. 1 薬局
     都薬128 横浜市都筑区中川１－１９－２３常　勤:    1表取締役　徳永　愛子 新規 現存
     大久保第５ビル１Ｆ (薬       1) 平22. 8. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1467388,129.9 日本調剤　新ふれあい〒224-0062 045-947-1871日本調剤　株式会社　松尾　道宗 平22. 9. 1 薬局
     都薬129 の丘薬局 横浜市都筑区葛が谷１５－３０　常　勤:    1代表取締役　三津原　 新規 現存
     フォーレストプラザ　１Ｆ (薬       1)博 平22. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1468388,130.7 ファーマシーフォレス〒224-0053 045-932-4333有限会社　平成薬品　伊藤　正行 平22. 9. 1 薬局
     都薬130 ト　池辺町店 横浜市都筑区池辺町２４４５ 常　勤:    1代表取締役　井上　一 交代 現存
     (薬       1)彦 平22. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1469388,131.5 フィットケアエクスプ〒224-0032 045-948-4557株式会社　カメガヤ　田中　照子 平23. 5. 1 薬局
     都薬131 レス　センター南店薬横浜市都筑区茅ケ崎中央１－１　常　勤:    1代表取締役　鈴木　滋 新規 現存
     局 センター南駅構内 (薬       1)雄 平23. 5. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1470388,133.1 ハタ薬局 〒224-0003 045-911-3568株式会社ＧＫ　代表取水野　元 平23. 5. 1 薬局
     都薬133 横浜市都筑区中川中央１－２８－常　勤:    2締役　水野　元 交代 現存
     １４ (薬       2) 平23. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1471388,135.6 日本調剤　センター南〒224-0032 045-949-2305日本調剤株式会社　代井澤　菜々子 平23. 9. 1 薬局
     都薬135 薬局 横浜市都筑区茅ケ崎中央１－１　常　勤:    3表取締役　三津原　博 新規 現存
     横浜市営地下鉄センター南駅舎内(薬       3) 平23. 9. 1
     ３０３区画 非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1472388,136.4 フィットケアデポ仲町〒224-0041 045-948-5799株式会社　カメガヤ　鹿島　亜美 平23.11. 1 薬局
     都薬136 台店薬局 横浜市都筑区仲町台１－２５ 常　勤:    2代表取締役　鈴木　滋 新規 現存
     (薬       2)雄 平23.11. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1473388,137.2 都筑せきれい薬局 〒224-0041 045-507-4356有限会社　都筑薬局　伊丹　桂子 平24. 1. 1 薬局
     都薬137 横浜市都筑区仲町台１－８－５ 常　勤:    4代表取締役　伊丹　彩 新規 現存
     (薬       4)夏 平24. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1474388,138.0 竹内薬局　港北ニュー〒224-0021 045-620-5341株式会社　竹内調剤薬橋本　幾代 平24. 4. 1 薬局
     都薬138 タウン店 横浜市都筑区北山田３‐１７‐１常　勤:    2局　代表取締役　竹内 新規 現存
     ８ (薬       2)　稔 平24. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1475388,139.8 ドラッグセイムス　仲〒224-0041 045-947-0887株式会社　富士薬品　大谷　之人 平24. 4. 1 薬局
     都薬139 町台駅前薬局 横浜市都筑区仲町台１－５－１ 常　勤:    1代表取締役　高柳　昌 新規 現存
     (薬       1)幸 平24. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1476388,140.6 ドリーム薬局　センタ〒224-0003 045-914-8677有限会社　フロムサー相澤　江里子 平24. 4. 1 薬局
     都薬140 ー北店 横浜市都筑区中川中央１－３７－常　勤:    3ティ　取締役　田嶋　 新規 現存
     １４　１Ｆ (薬       3)継明 平24. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1477388,142.2 オードリー薬局 〒224-0053 045-938-6223株式会社　ＳｏＲｕｎ和田　崇宏 平24. 6. 1 薬局
     都薬142 横浜市都筑区池辺町４０９５－１常　勤:    1　代表取締役　引地　 交代 現存
     (薬       1)有希 平24. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1478388,143.0 オレンジ薬局　川和町〒224-0057 045-929-1005株式会社　リバーサル藤田　哲弘 平24. 6. 1 薬局
     都薬143 店 横浜市都筑区川和町１２１８－１常　勤:    1　代表取締役　岡田　 交代 現存
     (薬       1)一平 平24. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1479388,144.8 めぐみ薬局 〒224-0021 045-915-6735松本　眞理 松本　眞理 平24.10. 1 薬局
     都薬144 横浜市都筑区北山田４－１７－１常　勤:    1 新規 現存
     ０ (薬       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1480388,145.5 ハックドラッグ港北調〒224-0061 045-943-3682株式会社ＣＦＳコーポ山田　一仁 平24.11. 1 薬局
     都薬145 剤薬局 横浜市都筑区大丸３－２７ 常　勤:    2レーション　代表取締 交代 現存
     (薬       2)役　宮下　雄二 平24.11. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1481388,146.3 たから薬局都筑店 〒224-0021 045-620-8294株式会社トレジャー　増田　和明 平26. 9. 1 薬局
     都薬146 横浜市都筑区北山田２－１７－３常　勤:    1代表取締役　田中　幹 移動 現存
     (薬       1)雄 平26. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1482388,147.1 ハーモニー薬局いけべ〒224-0053 045-507-9888株式会社ＦＩＳＨ　代小泉　真早美 平25. 4. 1 薬局
     都薬147 横浜市都筑区池辺町２４４３－１常　勤:    1表取締役　影本　由利 新規 現存
     (薬       1)子 平25. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1483388,148.9 アイセイ薬局ららぽー〒224-0053 045-930-1275株式会社アイセイ薬局甲斐　彩乃 平25. 5. 1 薬局
     都薬148 と横浜店 横浜市都筑区池辺町４０３５－１常　勤:    7　代表取締役　岡村　 新規 現存
     (薬       7)幸彦 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1484388,149.7 サン薬局仲町台店 〒224-0041 045-941-0261株式会社サン薬局　代山口　敦史 平25. 7. 1 薬局
     都薬149 横浜市都筑区仲町台５－２－１１常　勤:    3表取締役　奈良　秀一 新規 現存
     グリーンヒルズ・Ｓ (薬       3) 平25. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1485388,150.5 ハーモニー薬局センタ〒224-0037 045-507-3222有限会社ウインファー森　茂彰 平25. 8. 1 薬局
     都薬150 ー南店 横浜市都筑区茅ケ崎南５－２－１常　勤:    1マ　代表取締役　藤田 交代 現存
     ４ (薬       1)　勝久 平25. 8. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1486500,002.1 有限会社　高田薬局 〒210-0812 044-288-4662有限会社高田薬局　代髙田　正宏 昭32.10. 1 薬局
     川薬2 川崎市川崎区東門前２－４－４ 常　勤:    1表取締役　髙田　正宏 現存
     (薬       1) 平23.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1487500,014.6 株式会社江口薬局本店〒210-0841 044-222-4095株式会社江口薬局本店江口　尚良 平15.10.16 薬局
     川薬14 川崎市川崎区渡田向町１４－５ 常　勤:    1　代表取締役　江口　 移動 現存
     (薬       1)尚良 平21.10.16
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1488500,023.7 有限会社 澤薬局 〒210-0023 044-222-2788（有）広沢薬局　代表広澤　俊明 昭32.10. 1 薬局
     川薬23 川崎市川崎区小川町１６－１５ 常　勤:    1取締役　広澤　俊明 現存
     (薬       1) 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1489500,025.2 川上薬局 〒210-0014 044-222-3536川上　明夫 川上　明夫 昭32.10. 1 薬局
     川薬25 川崎市川崎区貝塚２－５－１３ 常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1490500,029.4 有限会社　エビス薬局〒210-0833 044-277-6771有限会社　エビス薬局小野　幸子 平 7. 1. 1 薬局
     川薬29 川崎市川崎区桜本１－８－９ 常　勤:    2　代表取締役　小野　 移動 現存
     (薬       2)文雄 平22. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1491500,030.2 楽山堂青木薬局 〒210-0835 044-322-5667青木　良 青木　良 昭32.10. 1 薬局
     川薬30 川崎市川崎区追分町５－２ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1492500,032.8 有限会社　シオハマ薬〒210-0851 044-333-5903有限会社シオハマ薬局松井　一惠 昭32.10. 1 薬局
     川薬32 局 川崎市川崎区浜町１－２２－１６常　勤:    1　代表取締役　松井　 現存
     (薬       1)一惠 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1493500,037.7 有限会社　ナゴヤ薬局〒210-0812 044-299-0661有限会社ナゴヤ薬局　高士　充正 昭33. 9. 1 薬局
     川薬37 川崎市川崎区東門前１－１２－１常　勤:    1代表取締役　高士　充 現存
     ３ (薬       1)正 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1494500,038.5 有限会社弘安堂大島薬〒210-0834 044-222-4693有限会社弘安堂大島薬青木　弘安 昭33.11. 1 薬局
     川薬38 局 川崎市川崎区大島５－１０－１１常　勤:    3局　代表取締役　青木 現存
     (薬       3)　弘安 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1495500,039.3 米山第一薬局 〒210-0834 044-222-7104米山　実枝子 米山　実枝子 昭35. 3. 1 薬局
     川薬39 川崎市川崎区大島町４－４－２ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平23. 3. 1
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 1496500,042.7 ナゴヤ薬局四谷支店 〒210-0828 044-288-1560高士　みゑ 高士　みゑ 昭36. 2. 1 薬局
     川薬42 川崎市川崎区四谷上町１３－１ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平24. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1497500,057.5 加藤薬局 〒210-0848 044-344-4417加藤　昭 加藤　昭 昭43.11. 1 薬局
     川薬57 川崎市川崎区京町１－１５－１４常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1498500,061.7 株式会社ヒロ薬局 〒210-0015 044-222-3671（株）ヒロ薬局　代表梶間　克英 昭46. 2.22 薬局
     川薬61 川崎市川崎区南町１６－１５ 常　勤:    1取締役　梶間　克英 現存
     (薬       1) 平22. 2.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1499500,066.6 土屋薬局 〒210-0021 044-233-1159土屋　徹太郎 土屋　徹太郎 昭49.11. 1 薬局
     川薬66 川崎市川崎区元木１－９－１４ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1500500,067.4 藤井薬局 〒210-0024 044-233-2822藤井　篤範 藤井　篤範 平 7.12.25 薬局
     川薬67 川崎市川崎区日進町１３－１５ 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平22.12.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1501500,069.0 有限会社　たけや薬局〒210-0003 044-222-7272有限会社たけや　代表鈴木　鎭世 昭49.11. 1 薬局
     川薬69 川崎市川崎区堀之内町３－１３ 常　勤:    1取締役　鈴木　鎭世 現存
     (薬       1) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1502500,078.1 株式会社大西薬局 〒210-0007 044-211-2975株式会社大西薬局　代山田　哲朗 平16. 5. 2 薬局
     川薬78 川崎市川崎区駅前本町７－４ 常　勤:    6表取締役　大西　一郎 移動 現存
     (薬       6) 平22. 5. 2
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1503500,085.6 ミツ薬局 〒210-0834 044-222-1077有限会社ミツ薬局　代佐藤　みち代 昭55.11.15 薬局
     川薬85 川崎市川崎区大島３－１５－１３常　勤:    1表取締役　堀田　史子 現存
     (薬       1) 平22.11.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1504500,086.4 フジナミ調剤薬局 〒210-0844 044-333-0955フジナミ薬品有限会社麻植　潤子 平16. 4. 5 薬局
     川薬86 川崎市川崎区渡田新町２－３－６常　勤:    3　代表取締役　濱田　 移動 現存
     (薬       3)展至 平22. 4. 5
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1505500,092.2 株式会社田中薬局 〒210-0022 044-222-4204（株）田中薬局　代表田中　辰彦 昭56.12.15 薬局
     川薬92 川崎市川崎区池田１－１４－３ 常　勤:    1取締役　田中　辰彦 現存
     (薬       1) 平23.12.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1506500,093.0 Ｆ・Ｐ薬局 〒210-0847 044-366-1000（株）オオサワ　代表太田　正明 昭57. 6.15 薬局
     川薬93 川崎市川崎区浅田２丁目５番地５常　勤:    4取締役　大澤　明義 現存
     号 (薬       4) 平24. 6.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1507500,101.1 株式会社賛共薬局 〒210-0006 044-200-9383株式会社賛共薬局　代間瀬　実 昭60. 4. 1 薬局
     川薬101 川崎市川崎区砂子２－８－５ 常　勤:    1表取締役　間瀬　実 現存
     (薬       1) 平18. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1508500,108.6 田中薬局 〒210-0825 044-266-8482株式会社ヒロ・タナカ田中　充裕 昭60. 7. 1 薬局
     川薬108 川崎市川崎区出来野８－１６ 常　勤:    3　代表取締役　田中　 現存
     (薬       3)裕貴 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1509500,110.2 大川調剤薬局 〒210-0004 044-222-1890株式会社メディコ・ジ福冨　恵子 昭60. 7. 1 薬局
     川薬110 川崎市川崎区宮本町４－１ 常　勤:    2ャパン　代表取締役　 現存
     (薬       2)酒井　寛基 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1510500,112.8 ダイトク薬局 〒210-0846 044-333-5064井口　房世 井口　房世 昭60.11. 1 薬局
     川薬112 川崎市川崎区小田１－９－２１ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1511500,113.6 合資会社　天照堂薬局〒210-0023 044-222-3016（資）天照堂薬局　代中村　郁子 昭60.12.15 薬局
     川薬113 川崎市川崎区小川町１５－９ 常　勤:    1表社員　中村　郁子 現存
     (薬       1) 平21.12.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1512500,114.4 有限会社ヨシムラ薬局〒210-0851 044-322-3855（有）ヨシムラ薬局　佐藤　晴子 昭61. 1. 1 薬局
     川薬114 川崎市川崎区浜町１－７－３ 常　勤:    2代表取締役　吉邨　勝 現存
     (薬       2)夫 平22. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1513500,121.9 タカハシ薬局 〒210-0802 044-266-3994有限会社高橋薬局　代高橋　義和 昭62. 4. 1 薬局
     川薬121 川崎市川崎区大師駅前１－６－７常　勤:    2表取締役　高橋　義和 現存
     (薬       2) 平23. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1514500,130.0 京町調剤薬局 〒210-0848 044-366-7613（有）ライフ・アート田中　真司 昭63.12. 1 薬局
     川薬130 川崎市川崎区京町１－９－１０ 常　勤:    3　代表取締役　大森　 現存
     (薬       3)倫人 平21.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1515500,136.7 有限会社ウスダ薬局 〒210-0831 044-288-2345有限会社ウスダ薬局　住田　育子 平 2. 1. 1 薬局
     川薬136 川崎市川崎区観音１－１４－３ 常　勤:    2取締役　臼田　光司 現存
     (薬       2) 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1516500,143.3 ライト薬局 〒210-0837 044-322-2280（有）ライト　代表取脇田　麻里子 平 3. 3. 1 薬局
     川薬143 川崎市川崎区渡田４－１２－１ 常　勤:    2締役　脇田　茂 現存
     (薬       2) 平24. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1517500,144.1 アイ保険薬局（有） 〒210-0021 044-366-6087アイ保険薬局（有）　冨永　幸子 平 3. 5. 1 薬局
     川薬144 川崎市川崎区元木２－６－１ 常　勤:    2代表取締役　濱田　豊 現存
     (薬       2) 平24. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1518500,145.8 東門前薬局 〒210-0812 044-287-2624（有）メディカルファ菅野　梢 平 3. 6. 1 薬局
     川薬145 川崎市川崎区東門前１－１３－８常　勤:    2ーマシー　代表取締役 現存
     (薬       2)　前川　修 平24. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1519500,146.6 ＳＦＣ薬局貝塚店 〒210-0014 044-246-4321（株）セントフォローエンドウ　タカコ 平 3.10. 1 薬局
     川薬146 川崎市川崎区貝塚２－５－１９ 常　勤:    3カンパニー　代表取締 現存
     (薬       3)役　冨岡　聖司郎 平24.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1520500,147.4 アイリスファーマシー〒210-0847 044-333-2007有限会社　マナメディ林　康治 平17.11. 7 薬局
     川薬147 川崎市川崎区浅田３－７－１９ 常　勤:    2ック　代表取締役　酒 移動 現存
     (薬       2)井　雅人 平23.11. 7
     非常勤:   16
     (薬      16)
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 1521500,151.6 境町薬局 〒210-0838 044-211-6263（有）メディカルファ浅野　誠洋 平 8. 6.26 薬局
     川薬151 川崎市川崎区境町１５－２０－１常　勤:    2ーマシー　代表取締役 移動 現存
     ０１ (薬       2)　前川　修 平23. 6.26
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1522500,152.4 桃李堂漢方薬局 〒210-0013 044-245-9288米山　雄次 米山　雄次 平 4. 4. 1 薬局
     川薬152 川崎市川崎区新川通５－１１ 現存
     平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1523500,153.2 日本調剤　川崎調剤薬〒210-0024 044-246-2925日本調剤（株）　代表浦　貴志 平 4. 4. 1 薬局
     川薬153 局 川崎市川崎区日進町１－６８ 常　勤:    1取締役　三津原　博 現存
     (薬       1) 平22. 4. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1524500,160.7 アルファ薬局川崎店 〒210-0004 044-222-6230ユウ・コーポレーショ清水　栄子 平 5. 3. 1 薬局
     川薬160 川崎市川崎区宮本町２－１ 常　勤:    1ン有限会社　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　山藤　良宣 平23. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1525500,162.3 有限会社ミドリ薬局 〒210-0013 044-233-3239有限会社　ミドリ薬局浅見　真吾 平 5. 9. 1 薬局
     川薬162 川崎市川崎区新川通１１－１５ 常　勤:    2　代表取締役　浅見　 移動 現存
     (薬       2)真吾 平23. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1526500,169.8 キク薬局 〒210-0806 044-222-7140白井　博 白井　博 平 6. 8.29 薬局
     川薬169 川崎市川崎区中島３－７－２ 常　勤:    2 交代 現存
     (薬       2) 平24. 8.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1527500,173.0 池上薬局株式会社 〒210-0832 044-288-1589池上薬局　株式会社　池上　富貴子 平 7.10.15 薬局
     川薬173 川崎市川崎区池上新町２－２１－常　勤:    1代表取締役　池上　富 新規 現存
     ３ (薬       1)貴子 平22.10.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1528504,000.1 ロイヤル薬局川崎店 〒210-0012 044-223-3326株式会社ファーマみら比江島　梓 平25.11. 1 薬局
     川薬4000 川崎市川崎区宮前町１１－２２ア常　勤:    3い　代表取締役　佃　 交代 現存
     オキガーデンパレス１０１ (薬       3)敏之 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1529504,001.9 コストコホールセール〒210-0832 044-270-1152コストコホールセール松本　楽 平26. 1. 1 薬局
     川薬4001 川崎倉庫店　薬局 川崎市川崎区池上新町３－１－４常　勤:    5ジャパン株式会社　代 新規 現存
     (薬       5)表取締役　ケン・テリ 平26. 1. 1
     オ
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 1530504,002.7 クリエイト薬局川崎渡〒210-0837 044-328-6562株式会社クリエイトエ栗原　典子 平26. 4. 1 薬局
     川薬4002 田店 川崎市川崎区渡田２－１５－１０常　勤:    1ス・ディー　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　廣瀨　泰三 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1531504,003.5 エムエム薬局 〒210-0802 044-200-4713株式会社ハピネス　代上田　理恵 平26. 4. 1 薬局
     川薬4003 川崎市川崎区大師駅前１－６－１常　勤:    2表取締役　倉沢　勉 新規 現存
     ７ (薬       2) 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1532504,004.3 ランド薬局 〒210-0007 044-201-6272株式会社ランドメディ清川　竜之進 平26. 6.16 薬局
     川薬4004 川崎市川崎区駅前本町１４－６　常　勤:    1カル　代表取締役　清 新規 現存
     １Ｆ (薬       1)川　竜之進 平26. 6.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1533504,005.0 スマイル薬局京町店 〒210-0848 044-276-9577株式会社スマイルドラ小泉　俊英 平26. 8. 1 薬局
     川薬4005 川崎市川崎区京町１－９－１１ 常　勤:    1ッグ　代表取締役　黒 新規 現存
     (薬       1)澤　和政 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1534508,177.3 誠心堂小沢薬局 〒210-0835 044-344-4471株式会社小澤薬局　代小澤　博 平 8. 7. 1 薬局
     川薬177 川崎市川崎区追分町６－８ 常　勤:    2表取締役　小澤　博 組織変更 現存
     (薬       2) 平23. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1535508,178.1 なかじま薬局 〒210-0806 044-222-9445有限会社ナカジマメデ山中　あゆみ 平 8.10.15 薬局
     川薬178 川崎市川崎区中島３－９－１ロー常　勤:    1ィカル　代表取締役　 新規 現存
     ランドヒル１Ｆ (薬       1)前川　修 平23.10.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1536508,179.9 ４丁目アルファ薬局 〒210-0834 044-246-1221有限会社アルファ薬局織田　真枝 平 8.12. 1 薬局
     川薬179 川崎市川崎区大島４－１６－５ 常　勤:    5　代表取締役　上村　 新規 現存
     (薬       5)弘 平23.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1537508,180.7 こばやし薬局東門前店〒210-0812 044-270-5520株式会社　Ｋ＆Ｙ　代髙橋　弘美 平 9. 4. 1 薬局
     川薬180 川崎市川崎区東門前３－３－２ 常　勤:    2表取締役　小林　邦夫 新規 現存
     (薬       2) 平24. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
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 1538508,182.3 薬樹薬局　川崎 〒210-0013 044-200-7125薬樹　株式会社　代表陶山　美也子 平 9. 7. 1 薬局
     川薬182 川崎市川崎区新川通１１－８アオ常　勤:    4取締役　小森　雄太 新規 現存
     キガーデンヒル新川通１Ｆ (薬       4) 平24. 7. 1
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1539508,189.8 追分調剤薬局 〒210-0835 044-333-0021有限会社　朋香　取締臼井　泰子 平10. 9.15 薬局
     川薬189 川崎市川崎区追分町５－２ 常　勤:    2役　臼井　泰子 新規 現存
     (薬       2) 平22. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1540508,191.4 しらさぎ薬局 〒210-0806 044-220-4412株式会社ファーコス　野本　貴雄 平17. 3. 7 薬局
     川薬191 川崎市川崎区中島１－１５－１２常　勤:    2代表取締役　島田　光 移動 現存
     (薬       2)明 平23. 3. 7
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1541508,195.5 新町調剤薬局 〒210-0846 044-344-4903株式会社　光和　代表守屋　美樹 平14. 4. 1 薬局
     川薬195 川崎市川崎区小田１－４－２３ 常　勤:    2取締役　伊藤　恵子 移動 現存
     (薬       2) 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1542508,201.1 川崎大師みどり薬局 〒210-0802 044-266-8758有限会社　川崎大師み安達　まゆみ 平12. 8. 1 薬局
     川薬201 川崎市川崎区大師駅前１－５－４常　勤:    4どり薬局　代表取締役 新規 現存
     (薬       4)　宮川　典子 平24. 8. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1543508,202.9 つばさ薬局 〒210-0024 044-245-3944有限会社　エス・ケイ井澤　恭子 平12.10. 1 薬局
     川薬202 川崎市川崎区日進町１－１１ルフ常　勤:    2・ワイ・ファーマシー 新規 現存
     ロン２Ｆ (薬       2)　代表取締役　根本　 平24.10. 1
     非常勤:    1進
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1544508,203.7 アイセイ薬局川崎田町〒210-0822 044-280-4823株式会社アイセイ薬局齋藤　久紀 平13. 3. 1 薬局
     川薬203 店 川崎市川崎区田町１－５－１ 常　勤:    2　代表取締役　岡村　 新規 現存
     (薬       2)幸彦 平25. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1545508,204.5 新川アルファ薬局 〒210-0013 044-230-3540有限会社　アルファ薬小川　和子 平19. 1. 7 薬局
     川薬204 川崎市川崎区新川通１－１０ 常　勤:    2局　代表取締役　上村 移動 現存
     (薬       2)　弘 平25. 1. 7
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1546508,205.2 すずらん薬局 〒210-0836 044-333-4193株式会社　すずらん薬佐藤　暢宏 平18. 2.22 薬局
     川薬205 川崎市川崎区大島上町１－１１ 常　勤:    2局　代表取締役　佐藤 移動 現存
     (薬       2)　暢宏 平24. 2.22
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1547508,206.0 田辺薬局　川崎大島店〒210-0834 044-210-3403田辺薬局株式会社　代伊藤　敬 平24. 2. 1 薬局
     川薬206 川崎市川崎区大島５－１０－６ 常　勤:    5表取締役　佐藤　淳一 移動 現存
     (薬       5) 平24. 2. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1548508,213.6 日本調剤　川崎東薬局〒210-0822 044-270-1831日本調剤株式会社　代木村　美奈子 平14.10. 1 薬局
     川薬213 川崎市川崎区田町２－１０－３７常　勤:    1表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       1) 平26.10. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1549508,214.4 プライム薬局　新川通〒210-0013 044-221-8872株式会社　プライム　土屋　裕司 平14.11. 1 薬局
     川薬214 店 川崎市川崎区新川通１－１２メイ常　勤:    7代表取締役　高西　正 組織変更 現存
     ンコープシンヤ１０１ (薬       7)博 平26.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1550508,215.1 プライム薬局　川崎店〒210-0013 044-221-0067株式会社　プライム　早川　徹 平14.11. 1 薬局
     川薬215 川崎市川崎区新川通２－１９ 常　勤:    6代表取締役　高西　正 組織変更 現存
     (薬       6)博 平26.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1551508,217.7 日本調剤　川崎中央薬〒210-0013 044-223-3401日本調剤株式会社　代清水　修 平15. 3.15 薬局
     川薬217 局 川崎市川崎区新川通１０－２２ 常　勤:    5表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       5) 平21. 3.15
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1552508,218.5 薬樹薬局　川崎２号店〒210-0838 044-223-3357薬樹株式会社　代表取鈴木　尚孝 平15. 4. 1 薬局
     川薬218 川崎市川崎区境町３－４ 常　勤:    4締役　小森　雄太 新規 現存
     (薬       4) 平21. 4. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1553508,221.9 宮前薬局 〒210-0012 044-200-0843有限会社マナメディッ森　隆史 平15. 6. 1 薬局
     川薬221 川崎市川崎区宮前町１１－２２ア常　勤:    4ク　代表取締役　酒井 新規 現存
     オキガーデンパレス１０２ (薬       4)　雅人 平21. 6. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1554508,223.5 鋼管通薬局 〒210-0852 044-328-8611株式会社メディカルサ米澤　智博 平23. 2.28 薬局
     川薬223 川崎市川崎区鋼管通１－３－１　常　勤:    4ポート　代表取締役　 移動 現存
     サンフラワービル１Ｆ (薬       4)與野　清 平23. 2.28
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1555508,224.3 みなと薬局 〒210-0852 044-328-8133株式会社ファーコス　張　真紀 平15. 9.15 薬局
     川薬224 川崎市川崎区鋼管通１－３－１８常　勤:    3代表取締役　島田　光 新規 現存
     (薬       3)明 平21. 9.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1556508,226.8 ミキ薬局　川崎田町店〒210-0822 044-281-2095株式会社メディカルフ小口　聡久 平15.10. 1 薬局
     川薬226 川崎市川崎区田町２－４－１３－常　勤:    3ァーマシィー　代表取 新規 現存
     ２グロス・ヴュー・スクエア　ア(薬       3)締役　和田　功 平21.10. 1
     ルタイムⅢ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1557508,227.6 田辺薬局　鋼管通り店〒210-0852 044-329-0078有限会社アンディ　代小嶋　智明 平15.10. 1 薬局
     川薬227 川崎市川崎区鋼管通１－４－２１常　勤:    5表取締役　平山　薫 新規 現存
     (薬       5) 平21.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1558508,228.4 つばさ薬局　鋼管通店〒210-0852 044-328-6645有限会社ケアメディカ 平15.10. 1 薬局
     川薬228 川崎市川崎区鋼管通１－９－１０常　勤:    4ル　代表取締役　大橋 新規 現存
     (薬       4)　剛 平21.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1559508,230.0 ひまわり調剤　川中島〒210-0803 044-280-1987ひまわり調剤薬局株式内村　伸一 平16. 4.15 薬局
     川薬230 薬局 川崎市川崎区川中島１－１２－９常　勤:    1会社　代表取締役　笹 新規 現存
     (薬       1)沼　壮 平22. 4.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1560508,233.4 すみれ薬局 〒210-0846 044-328-6940有限会社　すみれメデ大柿　房枝 平20.11. 1 薬局
     川薬233 川崎市川崎区小田１－１－２ソル常　勤:    2ィカル　代表取締役　 移動 現存
     スティス京町１Ｆ (薬       2)伊藤　俊光 平26.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1561508,235.9 渡田向町薬局 〒210-0841 044-223-3791有限会社メディカルフ天田　英樹 平17. 3. 1 薬局
     川薬235 川崎市川崎区渡田向町１５－７村常　勤:    2ァーマシー　代表取締 新規 現存
     田ビル１Ｆ (薬       2)役　前川　修 平23. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1562508,237.5 こばやし薬局　池田店〒210-0022 044-355-9810株式会社　Ｋ＆Ｙ　代馬　國錦 平24. 6. 1 薬局
     川薬237 川崎市川崎区池田２－５－２０ 常　勤:    1表取締役　小林　邦夫 移動 現存
     (薬       1) 平24. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1563508,238.3 小田薬局 〒210-0846 044-333-5445有限会社　ウィズ　代宇井　敬 平18. 1.15 薬局
     川薬238 川崎市川崎区小田２－１７－１６常　勤:    1表取締役　宇井　敬 新規 現存
     (薬       1) 平24. 1.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1564508,239.1 ひまわり調剤　川崎み〒210-0838 044-210-3122ひまわり調剤薬局株式湯浅　和宗 平18. 3. 1 薬局
     川薬239 なみ薬局 川崎市川崎区境町３－１ 常　勤:    1会社　代表取締役　笹 新規 現存
     (薬       1)沼　壮 平24. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1565508,240.9 Ｌロード薬局 〒210-0833 044-288-1456有限会社　エビス薬局佐々木　淑子 平18. 3.15 薬局
     川薬240 川崎市川崎区桜本１－９－１４ 常　勤:    1　代表取締役　小野　 新規 現存
     (薬       1)文雄 平24. 3.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1566508,242.5 かるがも薬局 〒210-0846 044-366-8388株式会社　セ・ラ・ヴ田中　義明 平18. 3. 1 薬局
     川薬242 川崎市川崎区小田３－１８－１４常　勤:    2ィ　代表取締役　田中 交代 現存
     (薬       2)　義明 平24. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1567508,244.1 コクミン薬局　川崎店〒210-0013 044-221-0593株式会社　コクミン　奥田　裕子 平18. 9. 1 薬局
     川薬244 川崎市川崎区新川通１１－３川崎常　勤:    2代表取締役　絹巻　秀 交代 現存
     海事ビル１Ｆ (薬       2)展 平24. 9. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1568508,245.8 ひまわり調剤　しょう〒210-0813 045-299-1850ひまわり調剤薬局　株栗原　雅子 平18.11. 1 薬局
     川薬245 わ町薬局 川崎市川崎区昭和２－１２－１２常　勤:    1式会社　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)笹沼　壮 平24.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1569508,250.8 ホリウチ薬局 〒210-0007 044-246-7636株式会社　サンドラッ森元　裕太 平20. 1. 1 薬局
     川薬250 川崎市川崎区駅前本町３－６ 常　勤:    4グファーマシーズ　代 組織変更 現存
     (薬       4)表取締役　落合　佳宏 平26. 1. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1570508,252.4 ひばり薬局川崎店 〒210-0006 044-201-3801株式会社プロス　代表石川　孟 平20. 4.15 薬局
     川薬252 川崎市川崎区砂子２－６－１ 常　勤:    8取締役　原　悦示 新規 現存
     (薬       8) 平26. 4.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1571508,254.0 薬局トモズ　アトレ川〒210-0007 044-221-0270株式会社　トモズ　代小島　亜紀 平20.12. 1 薬局
     川薬254 崎店 川崎市川崎区駅前本町２６－１ア常　勤:    7表取締役　師岡　伸生 新規 現存
     トレ川崎１階 (薬       7) 平20.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1572508,255.7 日本調剤　川崎駅前薬〒210-0024 044-221-2220日本調剤株式会社　代福島　岳 平20.12. 1 薬局
     川薬255 局 川崎市川崎区日進町２８－１ 常　勤:    4表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       4) 平20.12. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1573508,256.5 浜川崎薬局 〒210-0853 044-328-7785株式会社　わかば　代髙橋　雅之 平21. 4. 1 薬局
     川薬256 川崎市川崎区田島町２３－１ 常　勤:    3表取締役　杉本　年光 新規 現存
     (薬       3) 平21. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1574508,257.3 ファーコス　たちばな〒210-0806 044-233-2221株式会社　ファーコス伊藤　沙紀 平21. 4. 1 薬局
     川薬257 薬局 川崎市川崎区中島３－１２－１ 常　勤:    8　代表取締役　島田　 交代 現存
     (薬       8)光明 平21. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1575508,258.1 アイセイ薬局　八丁畷〒210-0022 044-221-5081株式会社　アイセイ薬山下　浩司 平21. 5. 1 薬局
     川薬258 駅前店 川崎市川崎区池田１－６－３ 常　勤:    4局　代表取締役　岡村 新規 現存
     (薬       4)　幸彦 平21. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1576508,259.9 ハックドラッグ　大島〒210-0835 044-328-7089株式会社　ＣＦＳコー荒井　貴啓 平22. 5. 1 薬局
     川薬259 薬局 川崎市川崎区追分町１６－１カル常　勤:    2ポレーション　代表取 新規 現存
     ナーザ川崎１Ｆ (薬       2)締役　宮下　雄二 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1577508,261.5 フィットケアエクスプ〒210-0007 044-221-1185株式会社　カメガヤ　鹿田　実香 平22. 8. 1 薬局
     川薬261 レス　川崎ダイス店薬川崎市川崎区駅前本町８川崎ダイ常　勤:    3代表取締役　鈴木　滋 新規 現存
     局 ス１Ｆ (薬       3)雄 平22. 8. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1578508,262.3 ひまわり調剤　川崎だ〒210-0817 044-280-1157ひまわり調剤薬局株式新井　大輔 平23. 4. 1 薬局
     川薬262 いし薬局 川崎市川崎区大師本町１０－２０常　勤:    1会社　代表取締役　笹 新規 現存
     　１Ｆ (薬       1)沼　壮 平23. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1579508,263.1 すずの木薬局 〒210-0825 044-201-8246株式会社ベル・コーポ鈴木　英明 平23. 8. 1 薬局
     川薬263 川崎市川崎区出来野７－１９ 常　勤:    2レーション　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　鈴木　英明 平23. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1580508,266.4 田辺薬局鋼管通支店 〒210-0852 044-329-1360有限会社アンディ　代 田　卓史 平23. 8. 1 薬局
     川薬266 川崎市川崎区鋼管通１－４－１ 常　勤:    2表取締役　平山　薫 新規 現存
     (薬       2) 平23. 8. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1581508,267.2 グッドファーマシー川〒210-0014 044-200-4661株式会社グッドファイ奥　益 平23. 9. 1 薬局
     川薬267 崎貝塚店 川崎市川崎区貝塚１－１５－４ 常　勤:    3ブ　代表取締役　小池 新規 現存
     (薬       3)　孝芳 平23. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1582508,268.0 コクミン薬局　アゼリ〒210-0007 044-245-1836株式会社コクミン　代中村　貴浩 平24. 1. 1 薬局
     川薬268 ア店 川崎市川崎区駅前本町２６－２ア常　勤:    2表取締役　絹巻　秀展 新規 現存
     ゼリア１０７ (薬       2) 平24. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1583508,270.6 クリエイト薬局　川崎〒210-0853 044-329-1335株式会社クリエイトエ増田　匡矩 平24. 5. 1 薬局
     川薬270 田島町店 川崎市川崎区田島町１６－１ 常　勤:    2ス・ディー　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　廣瀨　泰三 平24. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1584508,272.2 ひまわり調剤　京町薬〒210-0848 044-201-6981ひまわり調剤薬局株式大久保　舞 平24. 8. 1 薬局
     川薬272 局 川崎市川崎区京町２－４－６ 常　勤:    1会社　代表取締役　笹 新規 現存
     (薬       1)沼　壮 平24. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1585508,273.0 アイン薬局　アトレ川〒210-0007 044-211-1411株式会社アインファー竹澤　良子 平24. 8. 1 薬局
     川薬273 崎店 川崎市川崎区駅前本町２６－１ア常　勤:    4マシーズ　代表取締役 交代 現存
     トレ川崎８Ｆ (薬       4)　大谷　喜一 平24. 8. 1
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1586508,274.8 アイン薬局　鋼管通店〒210-0852 044-328-7075株式会社アインファー岩田　綾香 平24. 8. 1 薬局
     川薬274 川崎市川崎区鋼管通１－２－２ 常　勤:    7マシーズ　代表取締役 交代 現存
     (薬       7)　大谷　喜一 平24. 8. 1
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1587508,275.5 アイン薬局　川崎店 〒210-0024 044-211-9777株式会社アインファー東瀬　真理子 平24. 8. 1 薬局
     川薬275 川崎市川崎区日進町１－５７サン常　勤:    5マシーズ　代表取締役 交代 現存
     スクエア川崎７号棟１Ｆ (薬       5)　大谷　喜一 平24. 8. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1588508,276.3 大島リーフ薬局 〒210-0834 044-201-7033有限会社　メディカル酒井　一樹 平25. 2. 1 薬局
     川薬276 川崎市川崎区大島３－１５－１９常　勤:    1ファーマシー　代表取 新規 現存
     川崎ＭＭビル１Ｆ (薬       1)締役　前川　修 平25. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1589508,277.1 ファーコス新たちばな〒210-0834 044-200-8232株式会社ファーコス　小澤　美和 平25. 3. 1 薬局
     川薬277 薬局 川崎市川崎区大島５－１３－６ 常　勤:    5代表取締役　島田　光 新規 現存
     (薬       5)明 平25. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1590508,278.9 いずみ薬局川崎中島店〒210-0806 044-201-7133株式会社イノン　代表相馬　典子 平25. 4. 1 薬局
     川薬278 川崎市川崎区中島３－６－７ 常　勤:    2取締役　島田　喜彦 新規 現存
     (薬       2) 平25. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1591508,279.7 ひまわり調剤　かわさ〒210-0024 044-200-4061ひまわり調剤薬局株式近藤　真規 平25. 4. 1 薬局
     川薬279 き薬局 川崎市川崎区日進町７－１ 常　勤:    1会社　代表取締役　笹 新規 現存
     (薬       1)沼　壮 平25. 4. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1592508,280.5 川崎すみれ薬局 〒210-0804 044-287-7510一般社団法人メディホ相澤　ゆみ 平25. 7. 1 薬局
     川薬280 川崎市川崎区藤崎４－２１－１ 常　勤:    9ープかながわ　代表理 交代 現存
     (薬       9)事　木村　久美子 平25. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1593508,282.1 川崎薬局 〒210-0833 044-299-4780一般社団法人メディホ小松原　真一郎 平25. 7. 1 薬局
     川薬282 川崎市川崎区桜本２－１－３ 常　勤:    4ープかながわ　代表理 交代 現存
     (薬       4)事　木村　久美子 平25. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1594508,283.9 大師薬局 〒210-0816 044-266-5759一般社団法人メディホ趙　哲王（原田哲王）平25. 7. 1 薬局
     川薬283 川崎市川崎区大師町６－７ 常　勤:    2ープかながわ　代表理 交代 現存
     (薬       2)事　木村　久美子 平25. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1595508,284.7 川崎コスモス薬局 〒210-0848 044-355-6395一般社団法人メディホ大浦　幸栄 平26. 8. 1 薬局
     川薬284 川崎市川崎区京町２－１６－３エ常　勤:    3ープかながわ　代表理 移動 現存
     ステ・スクエア川崎京町１０５ (薬       3)事　木村　久美子 平26. 8. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1596508,285.4 十字堂薬局 〒210-0007 044-201-4356十字堂調剤株式会社　大森　拓 平25. 9. 1 薬局
     川薬285 川崎市川崎区駅前本町５－２大星常　勤:    1代表取締役　菊池　武 新規 休止
     川崎ビルＢ１Ｆ (薬       1)夫 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1597508,286.2 第２京町調剤薬局 〒210-0848 044-201-8307株式会社ＩＢグループ池田　哲也 平25. 9. 1 薬局
     川薬286 川崎市川崎区京町１－１０－１８常　勤:    1　代表取締役　池田　 交代 現存
     (薬       1)哲也 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1598510,011.0 有限会社成川薬局 〒212-0053 044-511-2757有限会社成川薬局　代成川　豊 昭32.10. 1 薬局
     幸薬11 川崎市幸区下平間１１１－２０ 常　勤:    1表取締役　成川　則夫 現存
     (薬       1) 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1599510,025.0 有限会社尻手薬局 〒212-0016 044-511-3323有限会社尻手薬局　代田中　美穂 昭40. 1. 1 薬局
     幸薬25 川崎市幸区南幸町３－１０４ 常　勤:    3表取締役　野村　文子 現存
     (薬       3) 平22. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1600510,026.8 江川町薬局 〒212-0055 044-599-3697竹村　佐和子 竹村　佐和子 昭40. 2. 1 薬局
     幸薬26 川崎市幸区南加瀬２－３６－１２ 現存
     平22. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1601510,048.2 有限会社おぐら薬局 〒212-0054 044-588-4970有限会社おぐら薬局　山本　学文 昭52. 8.17 薬局
     幸薬48 川崎市幸区小倉２－２６－１７ 常　勤:    2代表取締役　山本　学 現存
     (薬       2)文 平22. 8.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1602510,053.2 小沢薬局 〒212-0054 044-599-3406有限会社小沢作雄商店本田　繁子 昭56. 2.15 薬局
     幸薬53 川崎市幸区小倉１－４－１４ 常　勤:    1　代表取締役　小澤　 現存
     (薬       1)喜代子 平23. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1603510,054.0 有限会社みゆき調剤薬〒212-0024 044-555-7005有限会社みゆき調剤薬綿貫　英雄 平16. 7.27 薬局
     幸薬54 局 川崎市幸区塚越４－３２８ 常　勤:    1局　取締役　綿貫　英 移動 現存
     (薬       1)雄 平22. 7.27
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1604510,065.6 日本調剤　新川崎調剤〒212-0054 044-541-6051日本調剤株式会社　代半田　てるみ 昭63. 6. 1 薬局
     幸薬65 薬局 川崎市幸区小倉１－１ 常　勤:    4表取締役　三津原　博 現存
     (薬       4) 平24. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1605510,066.4 鹿島田薬局有限会社 〒212-0053 044-522-6811鹿島田薬局（有）　代斉藤　博光 昭63. 9.15 薬局
     幸薬66 川崎市幸区下平間１３１ 常　勤:    3表取締役　斉藤　静枝 現存
     (薬       3) 平24. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1606510,067.2 上原薬局 〒212-0058 044-549-0888有限会社上原薬局　取竹内　英明 平24. 1. 1 薬局
     幸薬67 川崎市幸区鹿島田２－２４－１３常　勤:    3締役　上原　紀一 移動 現存
     (薬       3) 平24. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1607510,068.0 来間調剤薬局 〒212-0005 044-549-4771株式会社志紀薬品　代仲林　裕規 平 9. 9. 1 薬局
     幸薬68 川崎市幸区戸手２－３－１４ 常　勤:    1表取締役　矢野　圭子 移動 現存
     (薬       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1608510,070.6 さくらんぼ調剤薬局 〒212-0016 044-541-4407薬香有限会社　代表取上条　公資 平12. 4. 1 薬局
     幸薬70 川崎市幸区南幸町２－２６－４ 常　勤:    5締役　松島　喜久夫 移動 現存
     (薬       5) 平24. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1609510,071.4 薬樹薬局　幸 〒212-0058 044-544-3377薬樹株式会社　代表取 田　加奈子 平10. 7. 1 薬局
     幸薬71 川崎市幸区鹿島田１－９－１６ 常　勤:    1締役　小森　雄太 その他 現存
     (薬       1) 平22. 7. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1610510,074.8 夢見ヶ崎薬局 〒212-0055 044-599-2304有限会社夢見ケ崎薬局山本　浩史 平15.11. 1 薬局
     幸薬74 川崎市幸区南加瀬３－１－２２ 常　勤:    2　代表取締役　山本　 移動 現存
     (薬       2)浩史 平21.11. 1
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 1611510,077.1 セントラル調剤薬局 〒212-0022 044-511-1155株式会社ウェルズ　代森井　広樹 平 3.10. 1 薬局
     幸薬77 川崎市幸区神明町２丁目７３番地常　勤:    2表取締役　森井　広樹 現存
     (薬       2) 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1612510,078.9 アサヒ薬局 〒212-0055 044-588-3929北林　俊一 北林　共子 平 3.11. 1 薬局
     幸薬78 川崎市幸区南加瀬３－３２－１ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1613510,079.7 成川調剤薬局 〒212-0053 044-556-1078成川　則夫 成川　則夫 平 3.12. 1 薬局
     幸薬79 川崎市幸区下平間１４４ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平21.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1614510,080.5 昭和薬品幸薬局 〒212-0016 044-555-0134株式会社昭和薬品　代清水　十和子 平26. 3.22 薬局
     幸薬80 川崎市幸区南幸町１－１２－３ロ常　勤:    5表取締役　和田　博美 移動 現存
     ーレルＳＡＩＷＡＩ (薬       5) 平26. 3.22
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1615510,082.1 バランス薬局 〒212-0055 044-587-3461（有）バランス薬局　兼田　雅好 平 5. 6. 1 薬局
     幸薬82 川崎市幸区南加瀬４－３０－４ 常　勤:    5代表取締役　兼田　雅 新規 現存
     (薬       5)好 平23. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1616510,085.4 小倉ライフ薬局 〒212-0054 044-587-8070株式会社　ライフ　代矢尾板　宏 平 6. 6. 1 薬局
     幸薬85 川崎市幸区小倉１－３－１４ 常　勤:    2表取締役　中村　哲夫 新規 現存
     (薬       2) 平24. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1617510,086.2 マナカ薬局 〒212-0016 044-522-6002有限会社間中薬局　代間中　完二 平 6. 8.15 薬局
     幸薬86 川崎市幸区南幸町３－１ 常　勤:    1表取締役　間中　完二 新規 現存
     (薬       1) 平24. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1618510,087.0 ひまわり薬局北加瀬店〒212-0057 044-599-0440株式会社　メディカル谷地　洋子 平 6.12. 1 薬局
     幸薬87 川崎市幸区北加瀬２－８－６ 常　勤:    1サポート　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　與野　清 平21.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1619514,000.9 フラワー薬局 〒212-0054 044-587-8951株式会社ファーマみら峯　健太 平25.11. 1 薬局
     幸薬4000 川崎市幸区小倉３－２８－１２ 常　勤:    4い　代表取締役　佃　 交代 現存
     (薬       4)敏之 平25.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1620514,001.7 ドラッグセイムス南加〒212-0055 044-589-0612株式会社富士薬品　代渡辺　龍 平26. 1. 1 薬局
     幸薬4001 瀬薬局 川崎市幸区南加瀬３－１２－２７常　勤:    1表取締役　高柳　昌幸 新規 現存
     (薬       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1621514,002.5 昭和薬品みゆき薬局 〒212-0016 044-555-8089株式会社昭和薬品　代倉松　敬子 平26. 5. 1 薬局
     幸薬4002 川崎市幸区南幸町２－４０スリー常　勤:    1表取締役　和田　博美 新規 現存
     エスビル１０１ (薬       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1622518,091.4 こばやし薬局 〒212-0005 044-511-1176株式会社　Ｋ＆Ｙ　代小林　邦夫 平21. 6. 8 薬局
     幸薬91 川崎市幸区戸手１－９－１７ 常　勤:    1表取締役　小林　邦夫 移動 現存
     (薬       1) 平21. 6. 8
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1623518,094.8 すこやか薬局 〒212-0016 044-540-3871株式会社　アポテーカ荻野　麻未 平10. 9.14 薬局
     幸薬94 川崎市幸区南幸町１－３３ 常　勤:    8・ジャパン　代表取締 移動 現存
     (薬       8)役　齊藤　揚 平22. 9.14
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1624518,095.5 有限会社　塚越薬局 〒212-0024 044-522-0935有限会社　塚越薬局　多和田　里佳子 平 9.12. 1 薬局
     幸薬95 川崎市幸区塚越２－１５９－１５常　勤:    1代表取締役　川村　友 新規 現存
     (薬       1)子 平21.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1625518,096.3 カリタ薬局 〒212-0053 044-511-1173有限会社　カリタ　代加賀　亮晋 平10. 4.15 薬局
     幸薬96 川崎市幸区下平間１１１－６ 常　勤:    1表　土橋　章代 新規 現存
     (薬       1) 平22. 4.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 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

［平成26年11月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成26年11月 4日作成   220 頁

 1626518,097.1 サンアイ薬局 〒212-0022 044-511-3297有限会社　サンアイ薬下平　哲志 平10. 6. 1 薬局
     幸薬97 川崎市幸区神明町１－４ 常　勤:    1局　代表取締役　山下 新規 現存
     (薬       1)　正一 平22. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1627518,099.7 カメリア薬局 〒212-0007 044-556-4293新倉　優子 下井　加奈子 平10. 6.15 薬局
     幸薬99 川崎市幸区河原町１－１４－１１常　勤:    1 新規 現存
     ３ (薬       1) 平22. 6.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1628518,100.3 ひまわり調剤　平間薬〒212-0053 044-511-0208ひまわり調剤薬局株式松原　邦人 平10. 9. 1 薬局
     幸薬100 局 川崎市幸区下平間３９ 常　勤:    2会社　代表取締役　笹 新規 現存
     (薬       2)沼　壮 平22. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1629518,101.1 パーク・ファーマシー〒212-0054 044-548-4821有限会社　ケンシン・古川　弘子 平11. 5. 1 薬局
     幸薬101 川崎市幸区小倉１－１パークシテ常　勤:    3ファルマ　取締役　古 新規 現存
     ィ新川崎Ｆ棟１２１ (薬       3)川　弘子 平23. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1630518,104.5 クオール薬局小倉店 〒212-0054 044-580-4389クオール株式会社　代佐藤　みちる 平26. 6. 1 薬局
     幸薬104 川崎市幸区小倉５－３－２７ 常　勤:    2表取締役　中村　勝 移動 現存
     (薬       2) 平26. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1631518,106.0 すみれ薬局 〒212-0016 044-542-5523有限会社　エムアイメ山中　淳子 平12. 9. 1 薬局
     幸薬106 川崎市幸区南幸町２－８０ 常　勤:    2ディカル　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　石崎　一哉 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1632518,107.8 マギー薬局 〒212-0053 044-555-0442有限会社　千　代表取本間　章子 平12.11. 1 薬局
     幸薬107 川崎市幸区下平間２５５ 常　勤:    2締役　比嘉　洋子 新規 現存
     (薬       2) 平24.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1633518,110.2 グリーン薬局 〒212-0053 044-544-2288有限会社　林冠　取締中野　一元 平13. 1. 1 薬局
     幸薬110 川崎市幸区下平間３５９ 常　勤:    1役　成川　秀 新規 現存
     (薬       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1634518,111.0 みつこし薬局　川崎店〒212-0007 044-522-2566有限会社　アサヤ薬品崎山　恵子 平19.12. 1 薬局
     幸薬111 川崎市幸区河原町１－１５－１０常　勤:    2　代表取締役　山下　 移動 現存
     ９ (薬       2)啓子 平25.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1635518,114.4 たけうち薬局 〒212-0003 044-544-6539竹内　孝子 竹内　裕加里 平14. 4. 1 薬局
     幸薬114 川崎市幸区小向町６－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1636518,115.1 川崎西口調剤薬局 〒212-0014 044-544-6689株式会社　光和　代表佐藤　友哉 平14. 6. 1 薬局
     幸薬115 川崎市幸区大宮町１５－６ 常　勤:    2取締役　伊藤　恵子 新規 現存
     (薬       2) 平26. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1637518,116.9 セブンス薬局　川崎店〒212-0057 044-589-1332株式会社　セカンドセ藤原　夏子 平14. 7. 1 薬局
     幸薬116 川崎市幸区北加瀬２－７－２ 常　勤:    2ブン　代表取締役　星 新規 現存
     (薬       2)野　律子 平26. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1638518,118.5 ハックドラッグ鹿島田〒212-0027 044-542-2297株式会社ＣＦＳコーポ酒井　恒幸 平16. 4.15 薬局
     幸薬118 薬局 川崎市幸区新塚越２０１サウザン常　勤:    9レーション　代表取締 新規 現存
     ドモール２Ｆ (薬       9)役　宮下　雄二 平22. 4.15
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1639518,121.9 ファイン薬局 〒212-0013 044-522-7373有限会社ＫＳファーマ柳　朱那 平17. 4. 1 薬局
     幸薬121 川崎市幸区堀川町５８０ソリッド常　勤:    2シーグループ　取締役 新規 現存
     スクエア西館２Ｆ (薬       2)　坂井　賢一 平23. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1640518,122.7 ひまわり調剤　さいわ〒212-0014 044-542-2420ひまわり調剤薬局株式甚野　恵美子 平17.10. 1 薬局
     幸薬122 い薬局 川崎市幸区大宮町２－８ 常　勤:    1会社　代表取締役　笹 新規 現存
     (薬       1)沼　壮 平23.10. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1641518,123.5 有限会社　ミツワ薬局〒212-0024 044-511-1870有限会社　ミツワ薬局金子　節子 平18. 1.30 薬局
     幸薬123 川崎市幸区塚越２－２５２ 常　勤:    3　代表取締役　金子　 組織変更 現存
     (薬       3)弘之 平24. 1.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1642518,124.3 薬局トモズ　ラゾーナ〒212-8576 044-874-8182株式会社　トモズ　代坂　英恵 平18. 9.15 薬局
     幸薬124 川崎店 川崎市幸区堀川町７２－１１階１常　勤:    6表取締役　師岡　伸生 新規 現存
     ０５００ (薬       6) 平24. 9.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1643518,125.0 かえで調剤薬局 〒212-0016 044-542-6887薬香　有限会社　代表神垣　ひろこ 平18.10. 1 薬局
     幸薬125 川崎市幸区南幸町２－７９ブリッ常　勤:    4取締役　松島　喜久夫 新規 現存
     クハウス１Ｆ (薬       4) 平24.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1644518,127.6 ひまわり調剤　新川崎〒212-0058 044-542-1731ひまわり調剤薬局　株石川　智洋 平19. 6. 1 薬局
     幸薬127 薬局 川崎市幸区鹿島田１－８－３３ 常　勤:    2式会社　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)笹沼　壮 平25. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1645518,128.4 薬樹薬局　ミューザ川〒212-0014 044-520-8260薬樹株式会社　代表取萬代　尚之 平19.12.15 薬局
     幸薬128 崎 川崎市幸区大宮町１３１０　ミュ常　勤:    2締役　小森　雄太 新規 現存
     ーザ川崎２階２２３ (薬       2) 平25.12.15
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1646518,129.2 スカイ薬局 〒212-0011 044-520-3013薬香有限会社　代表取小久保　和則 平20. 8. 1 薬局
     幸薬129 川崎市幸区幸町４－１５メゾンＹ常　勤:    3締役　松島　喜久夫 新規 現存
     ・Ｎ　１Ｆ (薬       3) 平26. 8. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1647518,130.0 サンアイ薬局幸店 〒212-0011 044-511-9234有限会社　サンアイ薬島垣　悠子 平20. 9. 1 薬局
     幸薬130 川崎市幸区幸町３－１１ 常　勤:    1局　代表取締役　山下 新規 現存
     (薬       1)　正一 平26. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1648518,131.8 稲垣薬局　川崎店 〒212-0016 044-542-8138株式会社　三 産業　大谷　公一郎 平21. 6. 1 薬局
     幸薬131 川崎市幸区南幸町２－４０アーバ常　勤:    3代表取締役　稲垣　英 新規 現存
     ンパークサイドＫ１０１ (薬       3)夫 平21. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1649518,132.6 アルプス薬局 〒212-0014 044-276-9444アルプス薬局　株式会古田　智之 平22. 1. 1 薬局
     幸薬132 川崎市幸区大宮町６－４ＴＭビル常　勤:    1社　代表取締役　松本 新規 現存
     １Ｆ (薬       1)　健兒 平22. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1650518,133.4 すこやか薬局２号店 〒212-0016 044-540-3301株式会社　アポテーカ井手　晴香 平22. 8. 1 薬局
     幸薬133 川崎市幸区南幸町２－４０－１０常　勤:    2・ジャパン　代表取締 新規 現存
     ２ (薬       2)役　齊藤　揚 平22. 8. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1651518,134.2 アイセイ薬局　川崎小〒212-0054 044-580-3307株式会社アイセイ薬局小井塚　由美 平23. 4. 1 薬局
     幸薬134 倉店 川崎市幸区小倉５－１９－２３ク常　勤:    7　代表取締役　垣東　 新規 現存
     ロスガーデン川崎２０７ (薬       7)勝 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1652518,135.9 調剤薬局マツモトキヨ〒212-0032 044-589-1320株式会社マツモトキヨ佐野　智則 平23. 4. 1 薬局
     幸薬135 シ　シンカモール店 川崎市幸区新川崎５－２　シンカ常　勤:    5シ　代表取締役　松本 新規 現存
     モール１Ｆ (薬       5)　清雄 平23. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1653518,137.5 セントラル薬局　幸 〒212-0016 044-200-4028株式会社ＳＦ・インフ中村　真之 平23.12. 1 薬局
     幸薬137 川崎市幸区南幸町２－５９－３ 常　勤:    7ォネット　代表取締役 新規 現存
     (薬       7)　田邊　澄子 平23.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1654518,138.3 健ナビ薬樹薬局　鹿島〒212-0027 044-520-8920薬樹健ナビ株式会社　宮野　加奈子 平24. 9. 1 薬局
     幸薬138 田２号店 川崎市幸区新塚越２０１ルリエ新常　勤:    3代表取締役　金指　伴 交代 現存
     川崎２Ｆ (薬       3)哉 平24. 9. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1655518,139.1 健ナビ薬樹薬局　古市〒212-0052 044-540-3471薬樹健ナビ株式会社　金原　知祥 平24. 9. 1 薬局
     幸薬139 場 川崎市幸区古市場１－４７ケーワ常　勤:    4代表取締役　金指　伴 交代 現存
     ンビル１Ｆ (薬       4)哉 平24. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1656518,140.9 健ナビ薬樹薬局　鹿島〒212-0027 044-520-0525薬樹健ナビ株式会社　大塚　裕行 平24. 9. 1 薬局
     幸薬140 田 川崎市幸区新塚越２０１ルリエ新常　勤:    6代表取締役　金指　伴 交代 現存
     川崎１Ｆ (薬       6)哉 平24. 9. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1657518,141.7 桃園薬局塚越店 〒212-0024 044-548-0933株式会社サンメディッ馬場　崇 平24.11. 1 薬局
     幸薬141 川崎市幸区塚越２－１５７ 常　勤:    2ク　代表取締役　遠山 交代 現存
     (薬       2)　功 平24.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1658518,142.5 こばやし薬局支店 〒212-0004 044-589-5280株式会社Ｋ＆Ｙ　代表森村　茂 平25. 3. 1 薬局
     幸薬142 川崎市幸区小向西町２－２２－３常　勤:    1取締役　小林　邦夫 新規 現存
     (薬       1) 平25. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1659518,143.3 そよかぜ薬局 〒212-0052 044-533-1223一般社団法人メディホ赤澤　美由紀 平25. 7. 1 薬局
     幸薬143 川崎市幸区古市場１－３４－１１常　勤:    2ープかながわ　代表理 交代 現存
     (薬       2)事　木村　久美子 平25. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1660518,144.1 ひまわり調剤　おおみ〒212-0014 044-589-6581ひまわり調剤薬局株式石森　美智代 平25. 8. 1 薬局
     幸薬144 や町薬局 川崎市幸区大宮町６番地 常　勤:    2会社　代表取締役　笹 新規 現存
     (薬       2)沼　壮 平25. 8. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1661520,002.7 タテベ薬局 〒211-0005 044-722-4551有限会社　建部薬局　建部　健 昭32.10. 1 薬局
     中原薬2 川崎市中原区新丸子町７４１ 常　勤:    3代表取締役　建部　雅 現存
     (薬       3)彦 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1662520,011.8 （有）白十字薬局 〒211-0012 044-434-5618（有）白十字薬局　代中村　常子 昭32.10. 1 薬局
     中原薬11 川崎市中原区中丸子６１２ 常　勤:    1表取締役　中村　良夫 現存
     (薬       1) 平23.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1663520,020.9 鈴木薬局 〒211-0022 044-411-4084鈴木　充子 鈴木　充子 昭45.11. 1 薬局
     中原薬20 川崎市中原区苅宿２４－３ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1664520,040.7 有限会社秋山薬局 〒211-0034 044-766-2264有限会社秋山薬局　代秋山　直敏 平26. 3. 7 薬局
     中原薬40 川崎市中原区井田中ノ町４－２ 常　勤:    2表取締役　秋山　直敏 移動 現存
     (薬       2) 平26. 3. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1665520,050.6 有限会社田尻薬局 〒211-0014 044-511-5887有限会社田尻薬局　代澄川　庸二 昭56. 3.24 薬局
     中原薬50 川崎市中原区田尻町４３ 常　勤:    1表取締役　澄川　一尹 現存
     (薬       1) 平23. 3.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1666520,058.9 サエグサ薬局 〒211-0004 044-433-3562平野　三枝子 荒木　紀子 昭50. 7.15 薬局
     中原薬58 川崎市中原区新丸子東２－９０７常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平17. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1667520,069.6 トーメイ薬局 〒211-0005 044-722-4308（株）東名健康管理セ田中　聡子 昭54. 5.15 薬局
     中原薬69 川崎市中原区新丸子町７４０　第常　勤:    1ンター　代表取締役　 現存
     二小神野ビル (薬       1)白石　修史 平24. 5.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1668520,070.4 木月調剤薬局 〒211-0025 044-433-2600株式会社木月調剤薬局菅原　愛子 昭55. 9.15 薬局
     中原薬70 川崎市中原区木月１－７－２４ 常　勤:    1　代表取締役　山田　 現存
     (薬       1)俊二 平22. 9.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1669520,075.3 シノダ薬局 〒211-0045 044-788-8133篠田　寛 篠田　聡 平 7. 6.19 薬局
     中原薬75 川崎市中原区上新城２－２０５－常　勤:    3 移動 現存
     ３ (薬       3) 平22. 6.19
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1670520,092.8 新城中央薬局 〒211-0044 044-751-7164有限会社新城ファーマ高木　登 昭62.11. 6 薬局
     中原薬92 川崎市中原区新城２－５－９ 常　勤:    4シー　代表取締役　高 現存
     (薬       4)木　登 平23.11. 6
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1671520,093.6 あすなろファーマシー〒211-0015 044-541-0432あすなろファーマスィ二宮　美枝子 昭63. 1.15 薬局
     中原薬93 川崎市中原区北谷町６９３ 常　勤:    2ー有限会社　代表取締 現存
     (薬       2)役　今野　耕作 平24. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1672520,099.3 つかさ薬局 〒211-0016 044-711-9093谷本　親司 谷本　親司 平 2. 2.15 薬局
     中原薬99 川崎市中原区市ノ坪６６－５ライ常　勤:    1 現存
     オンズマンション武蔵小杉第二１(薬       1) 平23. 2.15
     ０６号 非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1673520,108.2 有限会社サン調剤薬局〒211-0007 044-722-7533（有）サン調剤薬局　井下　千惠 平 3. 1. 1 薬局
     中原薬108 川崎市中原区上丸子天神町３４０常　勤:    2代表取締役　井下　千 現存
     (薬       2)惠 平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1674520,111.6 グリーン調剤薬局 〒211-0044 044-751-1496有限会社グリーン調剤金城　康雄 平15. 2.23 薬局
     中原薬111 川崎市中原区新城１－５－１６－常　勤:    5薬局　代表取締役　鈴 移動 現存
     １０１ (薬       5)木　茂夫 平21. 2.23
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1675520,113.2 フジ薬局 〒211-0044 044-755-3581株式会社フジ　代表取伊原　知惠子 平 3. 5. 1 薬局
     中原薬113 川崎市中原区新城３－５－１９ 常　勤:    2締役　伊原　知恵子 現存
     (薬       2) 平24. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1676520,116.5 ハウズ薬局 〒211-0051 044-799-0126有限会社エム・ジェイ大津　麻子 平 3. 8.15 薬局
     中原薬116 川崎市中原区宮内１－８－３ 常　勤:    2　代表取締役　酒井　 現存
     (薬       2)寛基 平24. 8.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
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 1677520,120.7 有限会社清水薬局 〒211-0063 044-722-5639（有）清水薬局　代表清水　晃 平 5. 3. 1 薬局
     中原薬120 川崎市中原区小杉町３－４２６ 常　勤:    1取締役　清水　晃 組織変更 現存
     (薬       1) 平23. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1678520,121.5 ハーモニー薬局 〒211-0053 044-755-5526有限会社　エンゼル　島崎　英雄 平 5. 9.15 薬局
     中原薬121 川崎市中原区上小田中１－２６－常　勤:    1代表取締役　北島　晃 新規 現存
     ４ (薬       1)司 平23. 9.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1679520,122.3 ひまわり薬局 〒211-0044 044-755-2595有限会社　新城ファー石原　奈々子 平 5.11.15 薬局
     中原薬122 川崎市中原区新城３－１５－２０常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)高木　登 平23.11.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1680520,123.1 有限会社シンノウ薬局〒211-0044 044-754-0065有限会社シンノウ薬局戸倉　智子 平 6. 3.15 薬局
     中原薬123 川崎市中原区新城３－２－１３ラ常　勤:    9　代表取締役　吉田　 新規 現存
     ・ビスタ１Ｆ (薬       9)由加利 平24. 3.15
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1681520,126.4 新城薬局 〒211-0045 044-766-4684有限会社新城薬局　代田中　知代 平 7. 3.24 薬局
     中原薬126 川崎市中原区上新城２－９－５ 常　勤:    2表取締役　田中　知代 組織変更 現存
     (薬       2) 平22. 3.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1682524,000.7 ロイヤル薬局元住吉店〒211-0021 044-431-5888株式会社ファーマみら牧野　信也 平25.11. 1 薬局
     中原薬4000 川崎市中原区木月住吉町２－２５常　勤:    5い　代表取締役　佃　 交代 現存
     (薬       5)敏之 平25.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1683524,001.5 ライム薬局ららテラス〒211-0004 044-982-9681株式会社ライム　代表関川　大輔 平26. 4.18 薬局
     中原薬4001 武蔵小杉店 川崎市中原区新丸子東３－１３０常　勤:    3取締役　荒井　俊一 新規 現存
     ２　４Ｆ (薬       3) 平26. 4.18
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1684524,002.3 アイセイ薬局元住吉店〒211-0021 044-430-1051株式会社アイセイ薬局堺　あかね 平26. 7. 1 薬局
     中原薬4002 川崎市中原区木月住吉町２－１３常　勤:    4　代表取締役　岡村　 新規 現存
     (薬       4)幸彦 平26. 7. 1
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 1685524,003.1 スカイ薬局 〒211-0068 044-739-8092フラワー・ブロスＴＭ森島　一樹 平26. 7.20 薬局
     中原薬4003 川崎市中原区小杉御殿町２－８２常　勤:    1Ｓ株式会社　代表取締 交代 現存
     －１エムハウスⅢ１Ｆ (薬       1)役　末 　隆 平26. 7.20
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1686524,004.9 みらい薬局武蔵小杉店〒211-0063 044-712-5540株式会社テンメディカ山本　喜久子 平26. 9. 1 薬局
     中原薬4004 川崎市中原区小杉町３－１５０１常　勤:    1ル　代表取締役　猪俣 新規 現存
     セントア武蔵小杉Ａ棟１－１０３(薬       1)　一也 平26. 9. 1
     Ａ 非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1687524,005.6 アイセイ薬局関東労災〒211-0021 044-750-9586株式会社アイセイ薬局土金　伸宏 平26.10. 1 薬局
     中原薬4005 病院前店 川崎市中原区木月住吉町３－１９常　勤:    1　代表取締役　岡村　 交代 現存
     (薬       1)幸彦 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1688528,127.4 フレンド薬局 〒211-0063 044-733-1566有限会社　ロングス　安田　智子 平 8. 1. 1 薬局
     中原薬127 川崎市中原区小杉町１－５０９ 常　勤:    4代表取締役　長井　章 新規 現存
     (薬       4) 平23. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1689528,130.8 成川薬局元住吉調剤店〒211-0025 044-434-8611株式会社　成川薬局　成川　晴巳 平22. 4.25 薬局
     中原薬130 川崎市中原区木月１－３３－３１常　勤:    3代表取締役　成川　弘 移動 現存
     プリムールＮＩＢ　１Ｆ (薬       3)倫 平22. 4.25
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1690528,131.6 日本調剤　武蔵小杉薬〒211-0063 044-711-6465日本調剤株式会社　代田原　真一郎 平 9. 4.15 薬局
     中原薬131 局 川崎市中原区小杉町３－４３２－常　勤:    4表取締役　三津原　博 新規 現存
     １８ (薬       4) 平24. 4.15
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1691528,134.0 日東薬品有限会社日東〒211-0001 044-422-3331日東薬品　有限会社　佐藤　四郎平 平 9.10. 1 薬局
     中原薬134 薬局 川崎市中原区上丸子八幡町８０１常　勤:    1代表取締役　佐藤　四 新規 現存
     (薬       1)郎平 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1692528,135.7 オリオン薬局 〒211-0025 044-430-3707佐藤　泉 佐藤　泉 平 9.10. 1 薬局
     中原薬135 川崎市中原区木月３－６－３０ロ常　勤:    3 新規 現存
     イヤルコンパウンド１０６ (薬       3) 平24.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1693528,136.5 調剤薬局ツルハドラッ〒211-0045 044-751-2213株式会社　リバース　清水　由香 平10. 2. 1 薬局
     中原薬136 グ新城駅前店 川崎市中原区上新城２－１４－２常　勤:    1代表取締役　石川　亨 新規 現存
     ３アドヴァンススクエア武蔵新城(薬       1) 平22. 2. 1
     Ａ－２ 非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1694528,138.1 イソノ薬局 〒211-0034 044-750-1201有限会社　エスケープ金子　鋭 平10. 4. 1 薬局
     中原薬138 川崎市中原区井田中ノ町５－７ 常　勤:    1ランニング　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　金子　鋭 平22. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1695528,140.7 元住吉薬局 〒211-0025 044-434-2171有限会社　サンリッチ坂内　健司 平10. 6.15 薬局
     中原薬140 川崎市中原区木月３－２５－１０常　勤:    2　代表取締役　上野　 新規 現存
     国際ハイム (薬       2)良子 平22. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1696528,141.5 イソノ薬局向河原店 〒211-0011 044-430-3470有限会社　エスケープ永吉　進 平10. 8.15 薬局
     中原薬141 川崎市中原区下沼部１７６７ 常　勤:    1ランニング　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　金子　鋭 平22. 8.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1697528,142.3 カバヤ調剤薬局　新丸〒211-0005 044-733-8810有限会社　カバヤ　代谷口　由佳 平10.11. 1 薬局
     中原薬142 子店 川崎市中原区新丸子町７３４－１常　勤:    4表取締役　蒲谷　亘 組織変更 現存
     (薬       4) 平22.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1698528,146.4 伊勢町薬局 〒211-0032 044-430-6271有限会社　ビーライク八鍬　広幸 平11.12.15 薬局
     中原薬146 川崎市中原区木月伊勢町４－１６常　勤:    1　代表取締役　米川　 新規 現存
     アクアハイム１０１ (薬       1)仁章 平23.12.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1699528,147.2 今井上町薬局 〒211-0067 044-739-3507有限会社　ケン　代表橋田　裕美子 平15. 1. 1 薬局
     中原薬147 川崎市中原区今井上町４３－１ 常　勤:    2取締役　礒野　誠一 移動 現存
     (薬       2) 平21. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1700528,152.2 住吉新薬堂薬局 〒211-0025 044-422-2288笛吹　俊之 笛吹　俊之 平12. 9. 1 薬局
     中原薬152 川崎市中原区木月２－２－３５ 常　勤:    2 交代 現存
     (薬       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1701528,153.0 ふくろう薬局 〒211-0015 044-556-1755有限会社　ケンシン・菊地　真実 平22. 3. 1 薬局
     中原薬153 川崎市中原区北谷町５１－７ 常　勤:    2ファルマ　代表取締役 移動 現存
     (薬       2)　古川　弘子 平22. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1702528,154.8 ミキ薬局　武蔵小杉店〒211-0063 044-738-0590株式会社メディカルフ入澤　将人 平15.12. 1 薬局
     中原薬154 川崎市中原区小杉町１－５１０－常　勤:    4ァーマシィー　代表取 移動 現存
     ２セ・クレール武蔵小杉１０１ (薬       4)締役　和田　功 平21.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1703528,155.5 薬樹薬局　小杉 〒211-0063 044-739-3231薬樹株式会社　代表取片山　直子 平12.10. 1 薬局
     中原薬155 川崎市中原区小杉町１－５１５コ常　勤:    3締役　小森　雄太 新規 現存
     ートコア小杉１Ｆ１０１ (薬       3) 平24.10. 1
     非常勤:   20
     (薬      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1704528,156.3 アイランド薬局小杉店〒211-0063 044-739-4189アポロメディカルホー史陀　真樹 平12.10. 1 薬局
     中原薬156 川崎市中原区小杉町１－５１０－常　勤:    8ルディングス　株式会 新規 現存
     １ (薬       8)社　代表取締役　我妻 平24.10. 1
     非常勤:    8　照男
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1705528,157.1 アクア薬局 〒211-0063 044-738-0980晃栄プランニング株式大 地　剛 平12.12. 1 薬局
     中原薬157 川崎市中原区小杉町３－４４１伊常　勤:    2会社　代表取締役　宮 新規 現存
     達ビル１Ｆ (薬       2)川　栄 平24.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1706528,158.9 ケン薬局武蔵新城店 〒211-0044 044-741-1323有限会社　ケン　代表吉田　健 平13. 2. 1 薬局
     中原薬158 川崎市中原区新城１－１７－１７常　勤:    1取締役　礒野　誠一 新規 現存
     (薬       1) 平25. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1707528,159.7 株式会社矢野調剤薬局〒211-0063 044-711-3013株式会社矢野調剤薬局野中　晶子 平13. 9. 1 薬局
     中原薬159 小杉店 川崎市中原区小杉町１－５３３ 常　勤:    5　代表取締役　矢野　 組織変更 現存
     (薬       5)功 平25. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1708528,160.5 カリタ薬局元住吉店 〒211-0024 044-434-1008有限会社　カリタ　代古田土　かおり 平14. 2. 1 薬局
     中原薬160 川崎市中原区西加瀬１－４７ 常　勤:    1表取締役　土橋　章代 新規 現存
     (薬       1) 平26. 2. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1709528,162.1 日生薬局元住吉店 〒211-0021 044-431-6761株式会社　日本生科学齋藤　靖恵 平14. 4.15 薬局
     中原薬162 川崎市中原区木月住吉町２－１近常　勤:    2研究所　代表取締役　 新規 現存
     藤ビル１Ｆ (薬       2)青木　勇 平26. 4.15
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1710528,163.9 たくみ薬局 〒211-0025 044-431-5595有限会社　ヒューマニ山崎　浩一郎 平14. 6. 1 薬局
     中原薬163 川崎市中原区木月２－４－２５ 常　勤:    1ック・サポート　代表 新規 現存
     (薬       1)取締役　山崎　浩一郎 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1711528,166.2 小田薬局 〒211-0065 044-711-2315有限会社　オグラ　代小倉　卓郎 平14.10. 1 薬局
     中原薬166 川崎市中原区今井仲町２８４カー常　勤:    1表取締役　小倉　卓郎 新規 現存
     サ富岡Ｂ－１０１ (薬       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1712528,167.0 カリタ薬局中原店 〒211-0041 044-797-5532有限会社　カリタ　代山下　順子 平14.10. 1 薬局
     中原薬167 川崎市中原区下小田中１－２８－常　勤:    1表取締役　土橋　章代 新規 現存
     ２０ (薬       1) 平26.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1713528,168.8 成川薬局本店 〒211-0025 044-411-6431株式会社　成川薬局　兼堀　久美子 平14. 8. 2 薬局
     中原薬168 川崎市中原区木月１－２９－１９常　勤:    1代表取締役　成川　弘 組織変更 現存
     (薬       1)倫 平26. 8. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1714528,169.6 カリタ薬局　下小田中〒211-0041 044-797-5569有限会社　カリタ　代松本　裕美 平15. 2. 1 薬局
     中原薬169 店 川崎市中原区下小田中６－４－４常　勤:    1表取締役　土橋　章代 新規 現存
     ０ (薬       1) 平21. 2. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1715528,178.7 クスリのナカヤマ薬局〒211-0004 044-431-6446株式会社クスリのナカ小竹　由恵 平15.11.15 薬局
     中原薬178 新丸子駅前店 川崎市中原区新丸子東１－８３２常　勤:    2ヤマ　代表取締役　中 新規 現存
     駅前ＲＴビル (薬       2)山　唱司 平21.11.15
     非常勤:   28
     (薬      28)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1716528,180.3 三角堂薬局 〒211-0063 044-711-3259有限会社三角堂薬局　鈴木　耕三 平16. 6. 1 薬局
     中原薬180 川崎市中原区小杉町３－５ 常　勤:    1代表取締役　鈴木　耕 組織変更 現存
     (薬       1)三 平22. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1717528,182.9 アイセイ薬局　武蔵中〒211-0041 044-766-7600株式会社アイセイ薬局姫野　由美 平16.10. 1 薬局
     中原薬182 原店 川崎市中原区下小田中２－４－２常　勤:   13　代表取締役　岡村　 交代 現存
     ９ (薬      13)幸彦 平22.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1718528,184.5 昴祗園町薬局 〒211-0033 044-434-0740有限会社昴薬局　代表鈴木　一江 平17. 4. 1 薬局
     中原薬184 川崎市中原区木月祗園町１４－１常　勤:    2取締役　関野　洋子 新規 現存
     ６－１１８ (薬       2) 平23. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1719528,186.0 成川薬局　祗園町店 〒211-0033 044-430-0193株式会社　成川薬局　成川　幸治郎 平17. 6.15 薬局
     中原薬186 川崎市中原区木月祗園町１２－１常　勤:    2代表取締役　成川　弘 新規 現存
     １ (薬       2)倫 平23. 6.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1720528,188.6 あけぼの薬局　武蔵中〒211-0041 044-751-0008株式会社　あけぼの　金子　順康 平17. 8. 1 薬局
     中原薬188 原店 川崎市中原区下小田中２－２－１常　勤:    1代表取締役　鈴木　孝 交代 現存
     ピアオオタニ１Ｆ (薬       1)雄 平23. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1721528,189.4 薬樹薬局　元住吉 〒211-0024 044-431-3118薬樹株式会社　代表取八代　早絵子 平17. 9. 1 薬局
     中原薬189 川崎市中原区西加瀬１７－８エク常　勤:    4締役　小森　雄太 新規 現存
     セレントビュー元住吉１Ｆ (薬       4) 平23. 9. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1722528,191.0 ナナオ薬局 〒211-0025 044-411-5018海塩　孝 佐藤　美奈子 平17. 9. 2 薬局
     中原薬191 川崎市中原区木月４－５－５２ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平23. 9. 2
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1723528,192.8 あんず薬局 〒211-0041 044-766-9315有限会社大興商事　代及部　鈴美 平17.10. 1 薬局
     中原薬192 川崎市中原区下小田中２－１５－常　勤:    1表取締役　大原　康秀 交代 現存
     １ (薬       1) 平23.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1724528,194.4 ひまわり調剤　かりや〒211-0022 044-431-0307ひまわり調剤薬局株式勇　久子 平17.12.15 薬局
     中原薬194 ど薬局 川崎市中原区苅宿２４－３３ヴィ常　勤:    1会社　代表取締役　笹 新規 現存
     レンテ住吉１０５ (薬       1)沼　壮 平23.12.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1725528,197.7 あけぼの薬局　宮内店〒211-0051 044-751-1818株式会社　あけぼの　古橋　ひとみ 平18. 1. 1 薬局
     中原薬197 川崎市中原区宮内２－１２－２ 常　勤:    1代表取締役　鈴木　孝 交代 現存
     (薬       1)雄 平24. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1726528,198.5 ポピー薬局 〒211-0044 044-798-2116株式会社　アヴァンス石田　吉郎 平18. 3. 1 薬局
     中原薬198 川崎市中原区新城５－１－１ウィ常　勤:    2　代表取締役　浅野目 新規 現存
     ステリアＡ１階 (薬       2)　正人 平24. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1727528,201.7 フレンド新丸子薬局 〒211-0005 044-733-8151有限会社　ロングス　平尾　知世 平18. 5. 1 薬局
     中原薬201 川崎市中原区新丸子町７６８－９常　勤:    1代表取締役　長井　章 新規 現存
     (薬       1) 平24. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1728528,202.5 コクミン薬局　武蔵小〒211-0063 044-738-0581株式会社　コクミン　佐藤　毅 平18. 9. 1 薬局
     中原薬202 杉店 川崎市中原区小杉町１－５１１－常　勤:    8代表取締役　絹巻　秀 交代 現存
     １マイキャッスル武蔵小杉Ⅳ　１(薬       8)展 平24. 9. 1
     ０１ 非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1729528,203.3 オリーブ薬局武蔵中原〒211-0041 044-753-0550株式会社　メディサポ山崎　さや香 平18.12. 1 薬局
     中原薬203 店 川崎市中原区下小田中１－３－１常　勤:    2ート　代表取締役　古 新規 現存
     (薬       2)谷　嘉弘 平24.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1730528,204.1 コトブキ調剤薬局　武〒211-0063 044-738-2057株式会社　阪神調剤薬吉田　康一郎 平19. 3. 1 薬局
     中原薬204 蔵小杉店 川崎市中原区小杉町１－４０３　常　勤:    3局　代表取締役　岩崎 新規 現存
     武蔵小杉タワープレイスビル１Ｆ(薬       3)　壽毅 平25. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1731528,206.6 なの花薬局　武蔵新城〒211-0045 044-740-5418株式会社　サンメディ品田　敏樹 平19. 8.15 薬局
     中原薬206 店 川崎市中原区上新城１－２－２８常　勤:    1ック　代表取締役　遠 新規 現存
     　さくらコート１Ｆ (薬       1)山　功 平25. 8.15
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1732528,208.2 薬樹薬局　武蔵小杉 〒211-0063 044-739-8989薬樹　株式会社　代表大貫　ミチ 平19.12. 1 薬局
     中原薬208 川崎市中原区小杉町３－２１ 常　勤:    2取締役　小森　雄太 新規 現存
     (薬       2) 平25.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1733528,210.8 すみれ薬局 〒211-0034 044-740-1106晃栄プランニング株式瀧本　敦子 平23. 7.19 薬局
     中原薬210 川崎市中原区井田中ノ町１２－１常　勤:    1会社　代表取締役　宮 移動 現存
     　サテライトマサミ１Ｆ (薬       1)川　栄 平23. 7.19
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1734528,211.6 日本調剤　小杉町薬局〒211-0063 044-738-3381日本調剤　株式会社　重田　俊介 平20. 4. 1 薬局
     中原薬211 川崎市中原区小杉町３－４４１－常　勤:    2代表取締役　三津原　 新規 現存
     １ (薬       2)博 平26. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1735528,212.4 フーディアム武蔵小杉〒211-0004 044-434-4725株式会社　ダイエー　市川　英功 平20. 5.15 薬局
     中原薬212 薬局 川崎市中原区新丸子東３－１１０常　勤:   12代表取締役　村井　正 新規 現存
     ０－１４ (薬      12)平 平26. 5.15
     非常勤:   20
     (薬      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1736528,213.2 かもめ薬局 〒211-0012 044-430-0667有限会社　エイエス　半谷　諒 平20. 9. 1 薬局
     中原薬213 川崎市中原区中丸子５８９－１１常　勤:    1代表取締役　渡辺　章 新規 現存
     Ｍメディカルプラザ１Ｆ (薬       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1737528,215.7 マルゼン薬局 〒211-0053 044-872-7661株式会社　マルゼン　髙橋　祐 平21. 4. 1 薬局
     中原薬215 川崎市中原区上小田中３－２６－常　勤:    2代表取締役　児玉　俊 新規 現存
     １コウシンビル１Ｆ (薬       2)雄 平21. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1738528,216.5 すみれ薬局　駅前店 〒211-0025 044-430-0161晃栄プランニング株式岡村　恵理子 平21. 7. 1 薬局
     中原薬216 川崎市中原区木月１－２７－７ 常　勤:    1会社　代表取締役　宮 新規 現存
     (薬       1)川　栄 平21. 7. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1739528,217.3 ダリヤ新丸子薬局 〒211-0004 044-431-3252株式会社　ウィーズ　野口　早織 平21. 9. 1 薬局
     中原薬217 川崎市中原区新丸子東１－７８７常　勤:    1代表取締役　水村　卓 交代 現存
     －１ (薬       1)司 平21. 9. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1740528,218.1 ダリヤ井田薬局 〒211-0035 044-753-1135株式会社　ウィーズ　清水　宏美 平21. 9. 1 薬局
     中原薬218 川崎市中原区井田１－３６－２ 常　勤:    3代表取締役　水村　卓 交代 現存
     (薬       3)司 平21. 9. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1741528,220.7 薬局トモズ関東労災病〒211-0021 044-411-1095株式会社　トモズ　代原田　里佳 平22. 1. 1 薬局
     中原薬220 院前店 川崎市中原区木月住吉町３－１７常　勤:    7表取締役　師岡　伸生 交代 現存
     サンパーク元住吉１Ｆ (薬       7) 平22. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1742528,221.5 薬局トモズ　元住吉西〒211-0025 044-433-9979株式会社　トモズ　代藤本　彩香 平24. 6.25 薬局
     中原薬221 口店 川崎市中原区木月１－２８－８　常　勤:    6表取締役　師岡　伸生 移動 現存
     渋谷ビル１Ｆ (薬       6) 平24. 6.25
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1743528,222.3 薬局トモズ　今井南町〒211-0064 044-738-3450株式会社　トモズ　代山崎　誠夫 平22. 1. 1 薬局
     中原薬222 店 川崎市中原区今井南町４７９松本常　勤:    3表取締役　師岡　伸生 交代 現存
     ビル１Ｆ (薬       3) 平22. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1744528,224.9 市ノ坪薬局 〒211-0016 044-750-7566有限会社　イシダ薬局長谷川　礼佳 平22. 5. 1 薬局
     中原薬224 川崎市中原区市ノ坪１６７ 常　勤:    1　代表取締役　石田　 新規 現存
     (薬       1)賢治 平22. 5. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1745528,225.6 こだなか薬局 〒211-0041 044-789-5137有限会社　ビーライク髙野　雅代 平22. 8.17 薬局
     中原薬225 川崎市中原区下小田中２－３３－常　勤:    1　代表取締役　米川　 新規 現存
     ２９－１０３ (薬       1)仁章 平22. 8.17
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1746528,226.4 あおぞら薬局　武蔵小〒211-0065 044-328-5560株式会社　メディ・フ永本　昭子 平22.11. 1 薬局
     中原薬226 杉店 川崎市中原区今井仲町３０７　東常　勤:    1ァ　代表取締役　永本 新規 現存
     ハイツ１Ｆ　Ｂ号室 (薬       1)　昭子 平22.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1747528,229.8 スギ薬局　下新城店 〒211-0042 044-750-1231株式会社　スギ薬局　西村　悟 平23. 3. 1 薬局
     中原薬229 川崎市中原区下新城２－６－６ 常　勤:    1代表取締役　榊原　栄 新規 現存
     (薬       1)一 平23. 3. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1748528,230.6 あいもーる調剤薬局 〒211-0044 044-948-8155株式会社プリエール　河内　洋 平23. 6. 1 薬局
     中原薬230 川崎市中原区新城３－８－６　山常　勤:    1代表取締役　髙田　知 新規 現存
     萬新城第２ビル１０２ (薬       1)惠子 平23. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1749528,232.2 イソノ薬局　木月店 〒211-0025 044-948-7641有限会社エスケープラ久保　和美 平23. 7. 1 薬局
     中原薬232 川崎市中原区木月１－５－１３ 常　勤:    2ンニング　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　金子　鋭 平23. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1750528,233.0 フロンティア薬局　武〒211-0063 044-722-6788株式会社　フロンティ遠 　寛之 平23.11. 1 薬局
     中原薬233 蔵小杉店 川崎市中原区小杉町１－５４３－常　勤:    3アファーマシー　代表 交代 現存
     ３　ＫＡＨＡＬＡ　ＷＥＳＴ　１(薬       3)取締役　流川　信夫 平23.11. 1
     　１０２ 非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1751528,234.8 湘南２０１薬局　武蔵〒211-0004 044-431-3077有限会社ファルマシー佐藤　華代 平24. 4. 1 薬局
     中原薬234 小杉店 川崎市中原区新丸子東２－９２５常　勤:    1企画　代表取締役　村 新規 現存
     白誠ビル (薬       1)井　和俊 平24. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1752528,235.5 ふくおか薬局 〒211-0005 044-722-9935株式会社ふくおか薬局福岡　真 平24. 4. 1 薬局
     中原薬235 川崎市中原区新丸子町７４８ 常　勤:    4　代表取締役　福岡　 交代 現存
     (薬       4)真 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1753528,236.3 クオール薬局　武蔵小〒211-0011 044-433-2131クオール株式会社　代吉永　菜穂子 平24. 3.15 薬局
     中原薬236 杉店 川崎市中原区下沼部１８１０－１常　勤:    1表取締役　中村　勝 交代 現存
     シティハウス武蔵小杉１Ｆ (薬       1) 平24. 3.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1754528,238.9 アイン薬局　武蔵小杉〒211-0063 044-738-3520株式会社アインファー中瀬　宏之 平24. 6. 1 薬局
     中原薬238 店 川崎市中原区小杉町３－４２０ 常　勤:    1マシーズ　代表取締役 交代 現存
     (薬       1)　大谷　喜一 平24. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1755528,239.7 日本調剤こすぎ薬局 〒211-0063 044-738-3502日本調剤株式会社　代近藤　悠紀 平26. 7. 6 薬局
     中原薬239 川崎市中原区小杉町１－５１３ 常　勤:    1表取締役　三津原　博 移動 現存
     (薬       1) 平26. 7. 6
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1756528,240.5 薬配薬局武蔵小杉店 〒211-0002 0120-16-8981株式会社　エスシーグ成田　信仁 平24. 8. 1 薬局
     中原薬240 川崎市中原区上丸子山王町１－８常　勤:    5ループ　代表取締役　 新規 現存
     ６０－２ (薬       5)皿澤　康孝 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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 1757528,242.1 アイン薬局　小杉店 〒211-0063 044-744-1300株式会社アインファー木村　菜美子 平24. 8. 1 薬局
     中原薬242 川崎市中原区小杉町３－４１７ 常　勤:    1マシーズ　代表取締役 交代 現存
     (薬       1)　大谷　喜一 平24. 8. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1758528,243.9 ぱぱす薬局武蔵小杉店〒211-0012 044-411-2136株式会社　ぱぱす　代三島　涼子 平24.12. 1 薬局
     中原薬243 川崎市中原区中丸子１３－２１Ｌ常　勤:    1表取締役　根津　孝一 新規 現存
     ＲＯＣＫＳ　１Ｆ (薬       1) 平24.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1759528,244.7 日本調剤元住吉駅前薬〒211-0025 044-431-2131日本調剤株式会社　代本多　正平 平24.12. 1 薬局
     中原薬244 局 川崎市中原区木月１－３２－２６常　勤:    2表取締役　三津原　博 新規 現存
     柴原ビル１Ｆ (薬       2) 平24.12. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1760528,245.4 綱島街道薬局 〒211-0025 044-750-0374株式会社リバーサル　草野　愛 平25. 1. 1 薬局
     中原薬245 川崎市中原区木月２－１６－１０常　勤:    1代表取締役　岡田　一 新規 現存
     ベレール元住吉１Ｆ (薬       1)平 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1761528,246.2 薬樹薬局　武蔵新城 〒211-0045 044-741-1044薬樹株式会社　代表取栗山　泰佳 平25. 2. 1 薬局
     中原薬246 川崎市中原区上新城２－１１－２常　勤:    3締役　小森　雄太 新規 現存
     ９武蔵新城メディカルビル１Ｆ (薬       3) 平25. 2. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1762528,248.8 陽だまり薬局 〒211-0044 044-948-8672株式会社Ｍ＆Ｕヘルス朱　殷吉 平25. 3. 1 薬局
     中原薬248 川崎市中原区新城５－９－２６ 常　勤:    1プラン　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)朱　殷吉 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1763528,249.6 ヒカリ薬局武蔵新城店〒211-0053 044-863-6730有限会社下田調剤セン稲葉　幸代 平25. 4. 1 薬局
     中原薬249 川崎市中原区上小田中２－４２－常　勤:    2ター　代表取締役　酒 新規 現存
     ２２ (薬       2)井　雅典 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1764528,250.4 ひばり薬局元住吉店 〒211-0025 044-920-9581株式会社パイン　代表水野　光一 平25. 4. 1 薬局
     中原薬250 川崎市中原区木月１－２－２７コ常　勤:    1取締役　綿貫　英和 新規 現存
     ーポ宮田１０２ (薬       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1765528,252.0 ハックドラッグ武蔵小〒211-0063 044-739-2291株式会社ＣＦＳコーポ永冨　由子 平25. 4. 1 薬局
     中原薬252 杉東急スクエア薬局 川崎市中原区小杉町３－１３０１常　勤:    1レーション　代表取締 新規 現存
     武蔵小杉東急スクエア１Ｆ (薬       1)役　宮下　雄二 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1766528,253.8 アトム調剤薬局 〒211-0063 044-711-2221株式会社Ｓ２Ｇ　代表山田　亜芸代 平25. 4. 1 薬局
     中原薬253 川崎市中原区小杉町３－２４－４常　勤:    1取締役　藁　信博 新規 現存
     Ｓ２Ｇビル１Ｆ (薬       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1767528,254.6 ポピー薬局武蔵中原店〒211-0053 044-920-9669株式会社アヴァンス　浅野目　まりこ 平25. 5. 1 薬局
     中原薬254 川崎市中原区上小田中５－２－７常　勤:    2代表取締役　浅野目　 新規 現存
     クレシア武蔵中原１Ｆ (薬       2)正人 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1768528,255.3 ウエルシア薬局武蔵中〒211-0053 044-753-2838ウエルシア薬局株式会池永　理恵 平25. 5. 1 薬局
     中原薬255 原店 川崎市中原区上小田中４－２－１常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     ビーンズ店内 (薬       1)　秀晴 平25. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1769530,005.8 川田薬局 〒213-0002 044-822-2965川田　朝三 川田　朝三 昭32.10. 1 薬局
     高津薬5 川崎市高津区二子６２９ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1770530,059.5 新作薬局 〒213-0014 044-877-7472有限会社富士薬品　代中村　一美 昭57. 5. 1 薬局
     高津薬59 川崎市高津区新作４ー１１ー２３常　勤:    2表取締役　後藤田　み 現存
     (薬       2)どり 平24. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1771530,063.7 アルプス薬局　二子店〒213-0004 044-811-7219昭和産商　株式会社　菊池　恵 平17.11. 7 薬局
     高津薬63 川崎市高津区諏訪１－３－１５ 常　勤:    4代表取締役　池谷　幸 移動 現存
     (薬       4)子 平23.11. 7
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1772530,068.6 高津調剤薬局 〒213-0001 044-822-6141株式会社高津薬局　代平川　加奈 昭59.10.15 薬局
     高津薬68 川崎市高津区溝口２－１７－３５常　勤:    2表取締役　鈴木　時夫 現存
     　タチバナビル１０１ (薬       2) 平23.10.15
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1773530,077.7 レインボー薬局 〒213-0013 044-888-1507有限会社大和商事　代徳岡　睦江 昭62. 4.15 薬局
     高津薬77 川崎市高津区末長１０５５－１２常　勤:    1表取締役　大金　義徳 現存
     (薬       1) 平23. 4.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1774530,084.3 二子薬局溝の口店 〒213-0001 044-844-4593有限会社　丈夫屋　代渡辺　勇気 平13.10.15 薬局
     高津薬84 川崎市高津区溝口１－１１－２６常　勤:    2表取締役　渡辺　勇気 移動 現存
     (薬       2) 平25.10.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1775530,089.2 有限会社　アイバ薬局〒213-0013 044-866-7622有限会社　アイバ薬局相羽　靖一 平 4.10. 9 薬局
     高津薬89 川崎市高津区末長１－２３－３１常　勤:    2　代表取締役　相羽　 現存
     (薬       2)靖一 平22.10. 9
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1776530,092.6 高津薬局カタマチ 〒213-0011 044-853-7629（株）高津薬局　代表鈴木　方子 平 5. 4.15 薬局
     高津薬92 川崎市高津区久本１－２－５ 常　勤:    5取締役　鈴木　時夫 新規 現存
     (薬       5) 平23. 4.15
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1777530,093.4 二子薬局パーク店 〒213-0001 044-844-2934有限会社丈夫屋　代表松本　眞紀枝 平 5. 7. 1 薬局
     高津薬93 川崎市高津区溝口１－２１－５世常　勤:    2取締役　渡辺　勇気 新規 現存
     紀コーポ溝口１Ｆ (薬       2) 平23. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1778530,094.2 飯田薬局梶が谷店 〒213-0033 044-888-1009有限会社飯田商事　取山田　敦子 平 5. 9.15 薬局
     高津薬94 川崎市高津区下作延２－３５－１常　勤:    3締役　大塚　吉史 新規 現存
     　スペースアメニティ梶が谷１Ｆ(薬       3) 平23. 9.15
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1779530,096.7 二子薬局センター店 〒213-0001 044-822-1639有限会社　丈夫屋　代瀬戸口　あかね 平 6. 4. 1 薬局
     高津薬96 川崎市高津区溝口１－５－１ 常　勤:    4表取締役　渡辺　勇気 新規 現存
     (薬       4) 平24. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1780530,097.5 （有）二子薬局　高津〒213-0001 044-814-1408有限会社　二子薬局　佐々木　真澄 平 7. 4. 1 薬局
     高津薬97 店 川崎市高津区溝口３－７－１１ 常　勤:    2代表取締役　須長　要 新規 現存
     (薬       2) 平22. 4. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1781530,099.1 丈夫屋メディカル薬局〒213-0001 044-844-5393有限会社丈夫屋　代表藤巻　洋子 平16. 3.15 薬局
     高津薬99 川崎市高津区溝口１－１８－８ 常　勤:    4取締役　渡辺　勇気 移動 現存
     (薬       4) 平22. 3.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1782534,000.5 カバヤ薬局　高津図書〒213-0001 044-543-8508有限会社カバヤ　代表山田　宣之 平25.11. 1 薬局
     高津薬4000 館前店 川崎市高津区溝口４－１２－１６常　勤:    1取締役　蒲谷　亘 新規 現存
     (薬       1) 平25.11. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1783534,001.3 久地薬局 〒213-0032 044-822-6218渡邉　篤 渡邉　篤 平25.12. 1 薬局
     高津薬4001 川崎市高津区久地４－１３－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1784534,002.1 セントラル薬局溝の口〒213-0033 044-271-7195株式会社ＳＦ・インフ中村　勇斗 平26. 2. 1 薬局
     高津薬4002 不動 川崎市高津区下作延４－２７－１常　勤:   10ォネット　代表取締役 新規 現存
     ０－１０３ (薬      10)　田邊　澄子 平26. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1785534,003.9 丈夫屋メディカル薬局〒213-0002 044-322-8550有限会社丈夫屋　代表渡 　陸子 平26. 9. 1 薬局
     高津薬4003 高津店 川崎市高津区二子４－１－８ 常　勤:    1取締役　渡辺　勇気 新規 現存
     (薬       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1786538,102.5 くすりサガミ薬局 〒213-0012 044-833-9887馬場　康之 馬場　康之 平 8. 1. 1 薬局
     高津薬102 川崎市高津区坂戸１－１０－１０常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1787538,103.3 ヤマグチ薬局梶ヶ谷店〒213-0015 044-852-8588株式会社　ヤマグチ薬山田　玲子 平17.10. 5 薬局
     高津薬103 川崎市高津区梶ヶ谷３－６－１７常　勤:    1局　代表取締役　山口 移動 現存
     パークアベニュー１Ｆ (薬       1)　重雄 平23.10. 5
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1788538,104.1 薬樹薬局　川崎のがわ〒213-0027 044-777-7083薬樹　株式会社　代表原田　和也 平 8. 4.15 薬局
     高津薬104 川崎市高津区野川３６２６ 常　勤:    5取締役　小森　雄太 新規 現存
     (薬       5) 平23. 4.15
     非常勤:   24
     (薬      24)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1789538,105.8 高津薬局溝ノ口店 〒213-0001 044-812-2421（株）高津薬局　代表宮島　理恵 平 8. 8.15 薬局
     高津薬105 川崎市高津区溝口１－１４－１３常　勤:    3取締役　鈴木　時夫 新規 現存
     (薬       3) 平23. 8.15
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1790538,106.6 わかば薬局高津 〒213-0005 044-812-7595有限会社サンブライト伊藤　幸恵 平16. 8. 1 薬局
     高津薬106 川崎市高津区北見方３－１２－１常　勤:    4　代表取締役　石川　 移動 現存
     エム・Ｋ・ハイム１０４ (薬       4)和雄 平22. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1791538,108.2 ちとせ調剤薬局 〒213-0022 044-797-2861株式会社　クリエイト関根　雄太 平11. 6. 1 薬局
     高津薬108 川崎市高津区千年３０１－１グラ常　勤:    2エス・ディー　代表取 その他 現存
     ンドコスモ千歳１０１ (薬       2)締役　　廣瀨　泰三 平23. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1792538,109.0 バード薬局 〒213-0032 044-813-7064有限会社　バード　代鳥澤　豊 平10. 4.15 薬局
     高津薬109 川崎市高津区久地４－２４－３０常　勤:    4表取締役　鳥澤　豊 新規 現存
     グリーンスクウェア００１号 (薬       4) 平22. 4.15
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1793538,110.8 カバヤ薬局　坂戸本店〒213-0012 044-812-3132有限会社　カバヤ　代堀田　和世 平21. 8. 2 薬局
     高津薬110 川崎市高津区坂戸１－６－１９－常　勤:    5表取締役　蒲谷　亘 移動 現存
     １Ｆ (薬       5) 平21. 8. 2
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1794538,111.6 あおぞら薬局 〒213-0026 044-741-2041有限会社　メディカル林　成昭 平11.10. 1 薬局
     高津薬111 川崎市高津区久末１８９３ 常　勤:    1ファーマシー　代表取 新規 現存
     (薬       1)締役　前川　修 平23.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1795538,115.7 灰吹屋薬局溝口店 〒213-0001 044-833-6006株式会社　灰吹屋薬局古寺　美智子 平11.12. 1 薬局
     高津薬115 川崎市高津区溝口１－９－７ 常　勤:    3　代表取締役　鈴木　 新規 現存
     (薬       3)敏雄 平23.12. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1796538,117.3 カバヤ薬局高津警察前〒213-0001 044-829-0320有限会社　カバヤ　代金井　郷太郎 平12. 4. 1 薬局
     高津薬117 店 川崎市高津区溝口３－８－１ 常　勤:   19表取締役　蒲谷　亘 新規 現存
     (薬      19) 平24. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1797538,118.1 中央薬局 〒213-0001 044-812-1223株式会社　ファーコス池末　文 平12.10. 1 薬局
     高津薬118 川崎市高津区溝口１－１６－３ 常　勤:    8　代表取締役　島田　 その他 現存
     (薬       8)光明 平24.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1798538,123.1 灰吹屋薬局本店 〒213-0001 044-850-1808株式会社　灰吹屋薬局松浦　和宏 平13.10.15 薬局
     高津薬123 川崎市高津区溝口３－９－３ 常　勤:    4　代表取締役　鈴木　 新規 現存
     (薬       4)敏雄 平25.10.15
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1799538,125.6 二子薬局　津田山店 〒213-0033 044-850-5376有限会社　丈夫屋　代川松　あや 平21. 9.27 薬局
     高津薬125 川崎市高津区下作延６－４－３ 常　勤:    2表取締役　渡辺　勇気 移動 現存
     (薬       2) 平21. 9.27
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1800538,127.2 シゲ薬局 〒213-0026 044-741-2781栁内　重幸 栁内　重幸 平14. 5.15 薬局
     高津薬127 川崎市高津区久末９－３ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平26. 5.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1801538,128.0 カバヤ薬局溝口パーク〒213-0011 044-811-8931有限会社　カバヤ　代高橋　直子 平14. 6. 1 薬局
     高津薬128 シティ店 川崎市高津区久本３－６－１ 常　勤:    4表取締役　蒲谷　亘 新規 現存
     (薬       4) 平26. 6. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1802538,129.8 めぐみ薬局溝口相談店〒213-0011 044-870-8807合資会社めぐみ薬品　惠木　有花 平16. 5.31 薬局
     高津薬129 川崎市高津区久本１－７－１０ 常　勤:    2無限責任社員　惠木　 移動 現存
     (薬       2)立 平22. 5.31
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1803538,132.2 高津薬局西部店 〒213-0033 044-862-5250株式会社高津薬局　代宮島　梨絵 平15. 9. 1 薬局
     高津薬132 川崎市高津区下作延２－７－２６常　勤:    1表取締役　鈴木　時夫 新規 現存
     －１０２号シティフォーラム溝ノ(薬       1) 平21. 9. 1
     口 非常勤:   18
     (薬      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1804538,133.0 あい薬局久末店 〒213-0027 044-752-6646株式会社富士薬品　代大波　千鶴子 平16. 6. 1 薬局
     高津薬133 川崎市高津区野川３９５０ 常　勤:    7表取締役　高柳　昌幸 新規 現存
     (薬       7) 平22. 6. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1805538,134.8 高津薬局中央店 〒213-0001 044-811-2491株式会社高津薬局　代渡邉　陽子 平16. 6. 1 薬局
     高津薬134 川崎市高津区溝口１－１８－１ 常　勤:    1表取締役　鈴木　時夫 新規 現存
     (薬       1) 平22. 6. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1806538,135.5 きらら薬局 〒213-0032 044-850-1555有限会社きらら薬局　佐藤　侑子 平16. 7. 1 薬局
     高津薬135 川崎市高津区久地４－１２－１１常　勤:    1代表取締役　佐藤　正 組織変更 現存
     (薬       1)孝 平22. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1807538,136.3 日本調剤　溝口薬局 〒213-0001 044-850-2883日本調剤株式会社　代佐々木　伸彦 平16. 8. 1 薬局
     高津薬136 川崎市高津区溝口４－６－２ 常　勤:    3表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       3) 平22. 8. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1808538,137.1 アイセイ薬局　溝の口〒213-0011 044-813-2767株式会社アイセイ薬局白鳥　修馬 平16.10. 1 薬局
     高津薬137 店 川崎市高津区久本３－２－１ＷＥ常　勤:    4　代表取締役　岡村　 交代 現存
     ＬＬ－ＴＯＷＥＲ１階 (薬       4)幸彦 平22.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1809538,139.7 カバヤ薬局　駅前高津〒213-0001 044-829-0323有限会社カバヤ　代表木村　里香 平17.10. 1 薬局
     高津薬139 店 川崎市高津区溝口３－７－７－１常　勤:    2取締役　蒲谷　亘 新規 現存
     ０１ (薬       2) 平23.10. 1
     非常勤:   18
     (薬      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1810538,140.5 灰吹屋薬局　高津駅前〒213-0001 044-850-9580株式会社　灰吹屋薬局佐藤　陽子 平17.10.15 薬局
     高津薬140 店 川崎市高津区溝口４－１－３ 常　勤:    6　代表取締役　鈴木　 新規 現存
     (薬       6)敏雄 平23.10.15
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1811538,144.7 梶ケ谷薬局 〒213-0013 044-888-8656有限会社アイバ薬局　相羽　靖之 平18. 4. 1 薬局
     高津薬144 川崎市高津区末長１－４１－１２常　勤:    1代表取締役　相羽　靖 新規 現存
     (薬       1)一 平24. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1812538,149.6 なのはな薬局 〒213-0027 044-819-4577有限会社　きらら薬局佐藤　正孝 平19. 1. 1 薬局
     高津薬149 川崎市高津区野川３７７７－３ 常　勤:    1　代表取締役　佐藤　 新規 現存
     (薬       1)正孝 平25. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1813538,150.4 サンドラッグ溝ノ口薬〒213-0001 044-833-0811株式会社　サンドラッ松尾　孝一 平19. 3.15 薬局
     高津薬150 局 川崎市高津区溝口１－１３－５ 常　勤:    2グ　代表取締役　赤尾 新規 現存
     (薬       2)　主哉 平25. 3.15
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1814538,151.2 スマイル薬局　梶ヶ谷〒213-0015 044-865-5231株式会社　スマイルド亀田　健 平19. 5.15 薬局
     高津薬151 店 川崎市高津区梶ケ谷６－８－１ 常　勤:    4ラッグ　代表取締役　 新規 現存
     (薬       4)黒澤　和政 平25. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1815538,152.0 ひまわり調剤　川崎ち〒213-0021 044-740-0011ひまわり調剤薬局　株亘　美絵 平19.10. 1 薬局
     高津薬152 とせ薬局 川崎市高津区千年新町２６－８ 常　勤:    1式会社　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)笹沼　壮 平25.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1816538,154.6 ちひろ薬局 〒213-0022 044-752-4193株式会社　高橋衛生堂新藤　菜月 平20.10. 1 薬局
     高津薬154 川崎市高津区千年２００－４ 常　勤:    1　代表取締役　高橋　 新規 現存
     (薬       1)浩 平26.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1817538,155.3 セントラル薬局　梶ヶ〒213-0033 044-863-3747株式会社　ＳＦ・イン大林　宗子 平20.10. 1 薬局
     高津薬155 谷 川崎市高津区下作延３－２３－３常　勤:    2フォネット　代表取締 新規 現存
     １ (薬       2)役　田邊　澄子 平26.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1818538,157.9 うなね薬局 〒213-0031 044-281-3880株式会社　ムラタ　代杉山　哲久 平21. 4. 1 薬局
     高津薬157 川崎市高津区宇奈根６３８－２ 常　勤:    1表取締役　村田　義久 新規 現存
     (薬       1)仁 平21. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1819538,158.7 二子薬局　中央店 〒213-0001 044-299-6123有限会社　丈夫屋　代山岸　ゆか里 平21. 9. 1 薬局
     高津薬158 川崎市高津区溝口１－１２－２０常　勤:    2表取締役　渡辺　勇気 新規 現存
     ウエストキャニオンⅡ (薬       2) 平21. 9. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1820538,159.5 ヒロ薬局　溝の口店 〒213-0011 044-820-8205株式会社ファーマみら清水　亜衣 平21.10. 1 薬局
     高津薬159 川崎市高津区久本３－１４－１ザ常　勤:    1い　代表取締役　佃　 交代 現存
     ・タワーアンドパークス田園都市(薬       1)敏之 平21.10. 1
     溝の口１Ｆ 非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1821538,160.3 アイセイ薬局　高津区〒213-0033 044-862-6627株式会社　アイセイ薬金子　喜彦 平21.11. 1 薬局
     高津薬160 役所前店 川崎市高津区下作延２－４－３ 常　勤:    6局　代表取締役　岡村 新規 現存
     (薬       6)　幸彦 平21.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1822538,161.1 アット薬局　中央店 〒213-0001 044-829-6545有限会社　アットメデ渡辺　太 平22. 2. 1 薬局
     高津薬161 川崎市高津区溝口１－１７－３ 常　勤:    2ィカル　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)渡辺　太 平22. 2. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1823538,162.9 あおば薬局　梶ヶ谷店〒213-0033 044-750-0496株式会社　アイアイフ全原　勝史 平22. 6. 1 薬局
     高津薬162 川崎市高津区下作延３－３－１０常　勤:    4ァーマシー　代表取締 新規 現存
     －１Ｂ　　 (薬       4)役　岩永　和巳 平22. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1824538,163.7 灰吹屋薬局　ノクティ〒213-0001 044-328-5162株式会社　灰吹屋薬局塩尻　潤 平22.12. 1 薬局
     高津薬163 店 川崎市高津区溝口１－４－１　ノ常　勤:    2　代表取締役　鈴木　 新規 現存
     クティプラザ２　Ｂ１Ｆ (薬       2)敏雄 平22.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1825538,165.2 千年いちご薬局 〒213-0022 044-948-6607株式会社アイメディカ中山　誓人 平23. 3. 1 薬局
     高津薬165 川崎市高津区千年６３９ 常　勤:    2ル　代表取締役　大森 新規 休止
     (薬       2)　博明 平23. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1826538,166.0 稲垣薬局　溝口店 〒213-0001 044-850-8338株式会社　三 産業　森　しのぶ 平23. 6. 1 薬局
     高津薬166 川崎市高津区溝口３－８－４　嘉常　勤:    2代表取締役　稲垣　英 新規 現存
     山ビル (薬       2)夫 平23. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1827538,167.8 田辺薬局　川崎高津店〒213-0005 044-812-5400田辺薬局株式会社　代須山　炎 平23. 9. 1 薬局
     高津薬167 川崎市高津区北見方２－１６－１常　勤:    4表取締役　佐藤　淳一 新規 現存
     (薬       4) 平23. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1828538,168.6 川崎千年薬局 〒213-0022 044-789-8145徳永薬局株式会社　代髙橋　令子 平24. 1. 1 薬局
     高津薬168 川崎市高津区千年６２３－１小宮常　勤:    1表取締役　徳永　愛子 新規 現存
     ビル (薬       1) 平24. 1. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1829538,169.4 リキ薬局　溝口 〒213-0001 044-811-7366株式会社　リキ商事　呉　愛梨 平24. 4. 1 薬局
     高津薬169 川崎市高津区溝口３－１４－８ 常　勤:    3代表取締役　呉　愛梨 交代 現存
     (薬       3) 平24. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1830538,170.2 二子薬局　南口駅前店〒213-0001 044-863-7748有限会社　丈夫屋　代長谷川　俊二 平24. 5. 1 薬局
     高津薬170 川崎市高津区溝口２－３－１０ 常　勤:    1表取締役　渡辺　勇気 新規 現存
     (薬       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1831538,171.0 そうごう薬局　子母口〒213-0023 044-740-1371総合メディカル　株式金井　士朗 平24. 6. 1 薬局
     高津薬171 店 川崎市高津区子母口４９７－２ 常　勤:    1会社　代表取締役　田 新規 現存
     (薬       1)代　五男 平24. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1832538,172.8 本木薬局高津店 〒213-0002 044-850-8484株式会社本木薬局　代志田　浩 平25. 1. 1 薬局
     高津薬172 川崎市高津区二子４－４－７高津常　勤:    2表取締役　池田　直孝 新規 現存
     ＴＳビル１Ｆ (薬       2) 平25. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1833538,173.6 アイン薬局高津店 〒213-0001 044-299-6600株式会社アインファー金田　啓子 平25. 4. 1 薬局
     高津薬173 川崎市高津区溝口１－１７－６ラ常　勤:    1マシーズ　代表取締役 新規 現存
     ピスラズリ１Ｆ (薬       1)　大谷　喜一 平25. 4. 1
     非常勤:   20
     (薬      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1834538,174.4 ラ・メール薬局高津店〒213-0002 044-819-4222株式会社日本ブレイス菅原　健太 平25. 5. 1 薬局
     高津薬174 川崎市高津区二子１－１１－１７常　勤:    1　代表取締役　齋藤　 新規 現存
     パーシモン幸１０１ (薬       1)和邦 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1835538,175.1 子母口みどり薬局 〒213-0023 044-751-7466高橋　義紀 高橋　義紀 平25. 5. 1 薬局
     高津薬175 川崎市高津区子母口９７５－１０常　勤:    1 交代 現存
     ５ (薬       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1836538,176.9 クスリのナカヤマ薬局〒213-0032 044-822-1213株式会社クスリのナカ橋本　学 平25. 8. 1 薬局
     高津薬176 久地駅前店 川崎市高津区久地４－１２－１川常　勤:    1ヤマ　代表取締役　中 新規 現存
     辺ビル１０１ (薬       1)山　唱司 平25. 8. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1837538,177.7 くじら薬局 〒213-0032 044-820-0331一般社団法人メディホ湯山　真理 平25. 7. 1 薬局
     高津薬177 川崎市高津区久地４－２３－１ 常　勤:    2ープかながわ　代表理 交代 現存
     (薬       2)事　木村　久美子 平25. 7. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1838540,001.5 有限会社　今村薬局 〒214-0014 044-911-2159有限会社今村薬局　代今村　愛子 昭32.10. 1 薬局
     多薬1 川崎市多摩区登戸２０９１ 常　勤:    1表取締役　市川　正宏 現存
     (薬       1) 平23.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1839540,002.3 合資会社　手塚薬局 〒214-0014 044-911-2162合資会社　手塚薬局　十市　真奈美 昭32.10. 1 薬局
     多薬2 川崎市多摩区登戸１８７６ 常　勤:    1代表社員　十市　真奈 現存
     (薬       1)美 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1840540,012.2 三田薬局 〒214-0034 045-933-9854若林　淳子 若林　淳子 昭42.11.15 薬局
     多薬12 川崎市多摩区三田１－１２－５ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平24.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1841540,018.9 生田薬局 〒214-0032 044-911-2424飯田　三郎 飯田　三郎 平 8.11.10 薬局
     多薬18 川崎市多摩区枡形３－１－１４ 常　勤:    2 移動 現存
     (薬       2) 平23.11.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1842540,040.3 菅薬局 〒214-0003 044-911-6318佐藤　志津子 佐藤　志津子 昭50. 7. 1 薬局
     多薬40 川崎市多摩区菅稲田堤１－１３－常　勤:    1 現存
     １７ (薬       1) 平23. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1843540,043.7 西三田調剤薬局 〒214-0034 044-933-5757有限会社西三田ファー石橋　直子 昭51. 9.15 薬局
     多薬43 川崎市多摩区三田１－１４－５ 常　勤:    1マシー　代表取締役　 現存
     (薬       1)内田　重子 平24. 9.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1844540,048.6 サラ薬局 〒214-0012 044-933-7787深井　則雄 深井　則雄 昭54. 4.15 薬局
     多薬48 川崎市多摩区中野島６－２５－１常　勤:    1 現存
     　第２フジモトビル内 (薬       1) 平24. 4.15



 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

［平成26年11月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成26年11月 4日作成   250 頁

 1845540,067.6 日進調剤薬局　栗谷店〒214-0039 044-955-5687石川　知代子 田中　絹代 昭61.11. 1 薬局
     多薬67 川崎市多摩区栗谷３－１－６　遠常　勤:    3 現存
     藤ビル (薬       3) 平22.11. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1846540,069.2 エーアールファーマシ〒214-0022 044-833-7066（有）エーアンドアー関根　洋介 昭62. 7. 1 薬局
     多薬69 ー 川崎市多摩区堰３－５－１３ 常　勤:    2ル　代表取締役　田中 現存
     (薬       2)　松江 平23. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1847540,071.8 レインボー生田調剤薬〒214-0037 044-951-1377有限会社大和商事　代吉野　京子 昭62.11.15 薬局
     多薬71 局 川崎市多摩区西生田２－１－２３常　勤:    1表取締役　大金　義徳 現存
     (薬       1) 平23.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1848540,073.4 宿河原薬局 〒214-0021 044-911-4424株式会社カワラヤ　代沼尻　秀子 平26. 9.14 薬局
     多薬73 川崎市多摩区宿河原３－３－２１常　勤:    1表取締役　沼尻　香乃 移動 現存
     (薬       1) 平26. 9.14
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1849540,075.9 シンエー薬局 〒214-0013 044-933-3436岩出　信幸 岩出　信幸 昭63. 4.15 薬局
     多薬75 川崎市多摩区登戸新町７５ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平24. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1850540,077.5 有限会社登戸薬局 〒214-0014 044-933-2339有限会社登戸薬局　取池田　佐恵子 昭63. 6. 1 薬局
     多薬77 川崎市多摩区登戸３４０２ 常　勤:    2締役　池田　佐恵子 現存
     (薬       2) 平24. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1851540,079.1 有限会社　たま調剤薬〒214-0013 044-922-5668有限会社　たま調剤薬岩上　てい子 平元. 5. 1 薬局
     多薬79 局 川崎市多摩区登戸新町３６２ 常　勤:    2局　代表取締役　高橋 現存
     (薬       2)　葉子 平22. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1852540,081.7 有限会社都商会マリー〒214-0036 044-900-2170有限会社都商会　代表田母神　ひとみ 平元. 5.15 薬局
     多薬81 薬局 川崎市多摩区南生田７－２０－２常　勤:    1取締役　望月　久男 現存
     (薬       1) 平22. 5.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
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 1853540,084.1 有限会社　たま調剤薬〒214-0021 044-932-0552有限会社　たま調剤薬山本　美貴 平11. 3. 4 薬局
     多薬84 局宿河原店 川崎市多摩区宿河原４－２１－１常　勤:    3局　代表取締役　髙橋 移動 現存
     ８ (薬       3)　葉子 平23. 3. 4
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1854540,086.6 あすなろ薬局 〒214-0014 044-934-4477有限会社サンメディカ阿部　里美 平14. 7. 1 薬局
     多薬86 川崎市多摩区登戸１８０１オンブ常　勤:    1ル　代表取締役　杉村 移動 現存
     ラージュ１０１ (薬       1)　和 平26. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1855540,087.4 日進調剤薬局 〒214-0038 044-922-5918日進薬局有限会社　代遠藤　康子 平 2. 3.15 薬局
     多薬87 川崎市多摩区生田７－２－１３ 常　勤:    3表取締役　石川　隆文 現存
     (薬       3) 平23. 3.15
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1856540,088.2 薬樹薬局　新登戸 〒214-0014 044-911-1799薬樹　株式会社　代表加納　隼人 平 8. 9.15 薬局
     多薬88 川崎市多摩区登戸３３７４－１ 常　勤:    4取締役　小森　雄太 移動 現存
     (薬       4) 平23. 9.15
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1857540,093.2 フジ薬局長沢店 〒214-0035 044-976-8816株式会社フジ薬局　代宮本　孝子 平15. 3.29 薬局
     多薬93 川崎市多摩区長沢４－２－６ 常　勤:    2表取締役　井上　学 移動 現存
     (薬       2) 平21. 3.29
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1858540,094.0 中野島調剤薬局 〒214-0012 044-933-8060高橋　明子 高橋　明子 平 2. 7.15 薬局
     多薬94 川崎市多摩区中野島５－１６－３常　勤:    1 現存
     ５ (薬       1) 平23. 7.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1859540,095.7 扇屋薬局 〒214-0036 044-955-7188大図　敬子 大図　敬子 平 2.10. 1 薬局
     多薬95 川崎市多摩区南生田３－３－２ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1860540,098.1 有限会社　葵調剤薬局〒214-0014 044-911-3831有限会社葵調剤薬局　ジェンセン　美恵子 平 3. 7. 1 薬局
     多薬98 川崎市多摩区登戸３２００－１ 常　勤:    5代表取締役　安室　千 現存
     (薬       5)草 平24. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1861540,108.8 株式会社　フジ薬局 〒214-0034 044-922-0124株式会社　フジ薬局　井上　節子 平 5. 8.15 薬局
     多薬108 川崎市多摩区三田４－１－３ 常　勤:    1代表取締役　井上　学 新規 現存
     (薬       1) 平23. 8.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1862540,111.2 たま薬局 〒214-0008 044-944-2391有限会社ケーエムファ松木　香織 平15. 4.27 薬局
     多薬111 川崎市多摩区菅北浦２－２－２３常　勤:    3ーマシー　代表取締役 移動 現存
     (薬       3)　鈴木　和己 平21. 4.27
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1863540,114.6 ケンコー薬局 〒214-0001 044-944-3833有限会社　ケンコー薬竹中　邦子 平 7. 2. 1 薬局
     多薬114 川崎市多摩区菅１－２－９ 常　勤:    1局　代表取締役　竹中 組織変更 現存
     (薬       1)　浩 平22. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1864544,000.3 ひかり薬局 〒214-0014 044-455-6203株式会社山政　代表取原田　由美 平25.12. 1 薬局
     多薬4000 川崎市多摩区登戸２７７５－２ 常　勤:    1締役　岩佐　今朝美 新規 休止
     (薬       1) 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1865544,001.1 矢野調剤薬局メディカ〒214-0003 044-948-1081株式会社矢野調剤薬局杉本　裕光 平26. 6. 1 薬局
     多薬4001 ルステーションサイド川崎市多摩区菅稲田堤１－１７－常　勤:    2　代表取締役　矢野　 新規 現存
     稲田堤店 ２８－１０１ (薬       2)功 平26. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1866544,002.9 サチ薬局向ヶ丘遊園店〒214-0014 044-712-5271株式会社オオシマ　代見留　勇介 平26. 7. 1 薬局
     多薬4002 川崎市多摩区登戸２６６３東洋ビ常　勤:    2表取締役　大島　淳 新規 現存
     ル１Ｆ (薬       2) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1867544,004.5 ４丁目ＣＳファーマシ〒214-0021 044-931-5200有限会社シーエスファ吉田　明 平26. 8. 1 薬局
     多薬4004 ー 川崎市多摩区宿河原４－２４－２常　勤:    3ーマシー　代表取締役 新規 現存
     ２ (薬       3)　中北　英紀 平26. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1868544,005.2 オレンジ薬局宿河原店〒214-0023 044-930-1125有限会社オレンジ・フ松川　亮二 平26. 9. 1 薬局
     多薬4005 川崎市多摩区長尾５－２－２－１常　勤:    2ァーマシー　取締役　 交代 現存
     ０２ (薬       2)竹内　秀夫 平26. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1869548,117.1 ランド調剤薬局 〒214-0004 044-944-8590有限会社　 橋薬局　 橋　正浩 平 8. 1. 1 薬局
     多薬117 川崎市多摩区菅馬場３－７－７ 常　勤:    1代表取締役　 橋　正 新規 現存
     (薬       1)浩 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1870548,121.3 あい調剤薬局 〒214-0039 044-954-5593日進薬局有限会社　代牛垣　睦美 平14. 8. 1 薬局
     多薬121 川崎市多摩区栗谷３－１－１井田常　勤:    3表取締役　石川　隆文 移動 現存
     ビル (薬       3) 平26. 8. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1871548,122.1 ドリームファーマシー〒214-0037 044-952-2040株式会社　ジェムス　佐久間　徹子 平 9. 4.15 薬局
     多薬122 川崎市多摩区西生田３－９－３ク常　勤:    2代表取締役　篠原　正 新規 現存
     レール読売ランド前１０１号 (薬       2)治 平24. 4.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1872548,123.9 Ｃ・Ｓ　ファーマシー〒214-0021 044-931-2881有限会社　シー・エス長岐　敦子 平 9. 5. 1 薬局
     多薬123 川崎市多摩区宿河原３－１２－６常　勤:    6ファーマシー　代表取 新規 現存
     (薬       6)締役　中北　英紀 平24. 5. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1873548,125.4 ひばり調剤薬局 〒214-0001 044-944-6911株式会社　スカイメデ日下石　里佳 平 9. 5. 1 薬局
     多薬125 川崎市多摩区菅１－４－１４ 常　勤:    2ィカル　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       2)有木　正利 平24. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1874548,126.2 さつき調剤山口薬局 〒214-0014 044-900-2308有限会社　山口薬局　山口　祐一 平15. 3.20 薬局
     多薬126 川崎市多摩区登戸３３１４－２丸常　勤:    2代表取締役　山口　祐 移動 現存
     栄登戸第２ビル１階Ｂ (薬       2)一 平21. 3.20
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1875548,127.0 クスリのナカヤマ薬局〒214-0014 044-911-6702株式会社　クスリのナ川嶋　歩 平 9. 9.15 薬局
     多薬127 多摩区役所前店 川崎市多摩区登戸１８０２ 常　勤:    2カヤマ　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)中山　唱司 平24. 9.15
     非常勤:   33
     (薬      33)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1876548,129.6 宝永堂薬局 〒214-0037 044-959-3135有限会社　宝永堂薬局市川　正宏 平10. 5. 1 薬局
     多薬129 川崎市多摩区西生田２－１－２５常　勤:    1　代表取締役　市川　 新規 現存
     (薬       1)正宏 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1877548,131.2 クスリのナカヤマ薬局〒214-0014 044-934-8991株式会社クスリのナカ栗原　百合子 平15.12.26 薬局
     多薬131 　向ヶ丘遊園店 川崎市多摩区登戸２７０８－１Ｙ常　勤:    2ヤマ　代表取締役　中 移動 現存
     Ｍビル (薬       2)山　唱司 平21.12.26
     非常勤:   39
     (薬      39)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1878548,133.8 フジ薬局大学病院前店〒214-0035 044-975-7283株式会社　フジ薬局　渡邉　典江 平10.10.15 薬局
     多薬133 川崎市多摩区長沢２－１４－１ 常　勤:    8代表取締役　井上　学 新規 現存
     (薬       8) 平22.10.15
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1879548,135.3 たちばな薬局 〒214-0035 044-976-6321たちばな薬局株式会社小岩　徹 平10.11. 1 薬局
     多薬135 川崎市多摩区長沢２－２０－３１常　勤:   12　代表取締役　荒木　 新規 現存
     (薬      12)勲 平22.11. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1880548,138.7 エリー薬局 〒214-0001 044-945-7007有限会社　都商会　代栃原　淳子 平11. 6. 1 薬局
     多薬138 川崎市多摩区菅６－１３－１ 常　勤:    2表取締役　望月　久男 新規 現存
     (薬       2) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1881548,139.5 薬局中野島Ｃ．Ｓファ〒214-0012 044-931-5511有限会社　シーエスフ菅野　君子 平11.10. 1 薬局
     多薬139 ーマシー 川崎市多摩区中野島３－２７－３常　勤:    8ァーマシー　代表取締 新規 現存
     ４ (薬       8)役　中北　英紀 平23.10. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
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 1882548,141.1 クスリのナカヤマ薬局〒214-0001 044-944-9410株式会社　クスリのナ森　美知子 平11.12.15 薬局
     多薬141 京王稲田堤駅前店 川崎市多摩区菅４－３－３２ 常　勤:    2カヤマ　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)中山　唱司 平23.12.15
     非常勤:   33
     (薬      33)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1883548,145.2 クスリのナカヤマ薬局〒214-0014 044-934-2053株式会社　クスリのナ中村　洋子 平15. 2.18 薬局
     多薬145 登戸店 川崎市多摩区登戸３２８７－１サ常　勤:    2カヤマ　代表取締役　 移動 現存
     ンネックス峰１Ｆ (薬       2)中山　唱司 平21. 2.18
     非常勤:   30
     (薬      30)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1884548,146.0 いずみ薬局 〒214-0012 044-930-1727髙橋　明子 工藤　啓子 平12. 6.15 薬局
     多薬146 川崎市多摩区中野島４－８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24. 6.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1885548,147.8 日進調剤薬局世田谷通〒214-0037 044-969-3021日進薬局有限会社　代堀江　良子 平12. 7. 1 薬局
     多薬147 店 川崎市多摩区西生田２－２－３ 常　勤:    1表取締役　石川　隆文 新規 現存
     (薬       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1886548,149.4 ミスギ薬局 〒214-0023 044-934-3580有限会社　みすぎ　代山田　光成 平12. 8. 1 薬局
     多薬149 川崎市多摩区長尾７－４－２ 常　勤:    1表取締役　有田　みつ 新規 現存
     (薬       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1887548,151.0 金龍堂薬局 〒214-0001 044-946-3993境野　恵津子 境野　恵津子 平16. 6.28 薬局
     多薬151 川崎市多摩区菅１－２－３１プラ常　勤:    1 移動 現存
     ザクリエイト１０１号 (薬       1) 平22. 6.28
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1888548,152.8 矢野調剤薬局　川崎店〒214-0001 044-945-3121株式会社　矢野調剤薬谷内　久美子 平20. 3.17 薬局
     多薬152 川崎市多摩区菅１－１－１２ 常　勤:    5局　代表取締役　矢野 移動 現存
     (薬       5)　功 平26. 3.17
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1889548,155.1 灰吹屋薬局読売ランド〒214-0037 044-959-5785株式会社灰吹屋薬局　鈴木　正範 平15. 4.15 薬局
     多薬155 店 川崎市多摩区西生田３－９－３０常　勤:    4代表取締役　鈴木　敏 新規 現存
     (薬       4)雄 平21. 4.15
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1890548,158.5 薬樹薬局　登戸 〒214-0013 044-930-9070薬樹株式会社　代表取川上　晶子 平16. 6.15 薬局
     多薬158 川崎市多摩区登戸新町４０４古谷常　勤:    1締役　小森　雄太 新規 現存
     ビル１Ｆ (薬       1) 平22. 6.15
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1891548,159.3 イナダ薬局 〒214-0001 044-944-2566多賀　崇 多賀　崇 平16. 9. 1 薬局
     多薬159 川崎市多摩区菅２－９－１グラン常　勤:    1 交代 現存
     ベルジェ稲田堤１０３ (薬       1) 平22. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1892548,160.1 新登戸薬局 〒214-0014 044-911-8830株式会社みどり調剤　福田　恵里 平16.10. 1 薬局
     多薬160 川崎市多摩区登戸１７９２－２ 常　勤:    2代表取締役　髙倉　秀 新規 現存
     (薬       2)彦 平22.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1893548,161.9 アイセイ薬局　中野島〒214-0012 044-930-8580株式会社アイセイ薬局宮澤　修 平16.10. 1 薬局
     多薬161 店 川崎市多摩区中野島３－１４－３常　勤:    4　代表取締役　岡村　 交代 現存
     ７ステラガーデン１０１ (薬       4)幸彦 平22.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1894548,163.5 クスリのナカヤマ薬局〒214-0012 044-930-1162株式会社　クスリのナ加藤　恵美 平17. 6.15 薬局
     多薬163 　中野島店 川崎市多摩区中野島６－２６－１常　勤:    2カヤマ　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)中山　唱司 平23. 6.15
     非常勤:   34
     (薬      34)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1895548,164.3 エンゼルファーマシー〒214-0014 044-933-8737有限会社　エンゼル　北島　晃司 平18.12.14 薬局
     多薬164 川崎市多摩区登戸２６７９－１オ常　勤:    1代表取締役　北島　晃 移動 現存
     フィス向ヶ丘１階 (薬       1)司 平24.12.14
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1896548,165.0 向ケ丘薬局 〒214-0014 044-911-9592株式会社　向ヶ丘薬局近藤　雅之 平17. 9. 1 薬局
     多薬165 川崎市多摩区登戸２７１０－６ 常　勤:    5　代表取締役　近藤　 組織変更 現存
     (薬       5)正英 平23. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1897548,168.4 ミネ薬局　登戸店 〒214-0014 044-934-1905ミネ医薬品　株式会社駒木　裕行 平18. 1.15 薬局
     多薬168 川崎市多摩区登戸３４７７ 常　勤:    1　代表取締役　鉢嶺　 新規 現存
     (薬       1)清 平24. 1.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1898548,170.0 セブンス薬局　登戸店〒214-0021 044-930-1906株式会社　サードセブ織田　京子 平18. 2. 1 薬局
     多薬170 川崎市多摩区宿河原１－３０－３常　勤:    2ン　代表取締役　星野 新規 現存
     ２ (薬       2)　律子 平24. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1899548,171.8 もえぎ薬局 〒214-0001 044-945-9312株式会社　メディック加藤　智由紀 平20. 3. 3 薬局
     多薬171 川崎市多摩区菅２－２－２６ 常　勤:    2　代表取締役　三好　 移動 現存
     (薬       2)幸利 平26. 3. 3
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1900548,172.6 のぼりと井出薬局 〒214-0014 044-911-3850有限会社　スリーエム土井　敬子 平19. 2.10 薬局
     多薬172 川崎市多摩区登戸３３８５－１ 常　勤:    1ズ　代表取締役　長野 移動 現存
     (薬       1)　麻知子 平25. 2.10
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1901548,173.4 せせらぎ薬局 〒214-0014 044-934-8138有限会社メディカルＫ谷本　理枝 平18. 4. 1 薬局
     多薬173 川崎市多摩区登戸２７６６－５ 常　勤:    1Ｔ　代表取締役　金　 新規 現存
     (薬       1)玄海 平24. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1902548,177.5 よみうりランド薬局 〒214-0006 044-967-4551株式会社　クオリア　中村　朋子 平18. 8. 1 薬局
     多薬177 川崎市多摩区菅仙谷４－１－５ 常　勤:    2代表取締役　中村　朋 新規 現存
     (薬       2)子 平24. 8. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1903548,179.1 クスリのナカヤマ薬局〒214-0014 044-931-2912株式会社　クスリのナ山本　秀幸 平18.10. 1 薬局
     多薬179 　ガンバ店 川崎市多摩区登戸２６８４－２丸常　勤:    2カヤマ　代表取締役　 新規 現存
     栄向ヶ丘ビル１Ｆ (薬       2)中山　唱司 平24.10. 1
     非常勤:   38
     (薬      38)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1904548,181.7 フジ薬局登戸駅ビル店〒214-0014 044-931-0018株式会社　フジ薬局　伊藤　トウ子 平18.12. 1 薬局
     多薬181 川崎市多摩区登戸３４３５ 常　勤:    3代表取締役　井上　学 新規 現存
     (薬       3) 平24.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1905548,182.5 クローバー薬局 〒214-0014 044-932-5661株式会社　Ｔ＆Ｉ　代小野寺　光野 平19. 8. 1 薬局
     多薬182 川崎市多摩区登戸１８２０ 常　勤:    3表取締役　小野寺　勇 組織変更 現存
     (薬       3) 平25. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1906548,183.3 ポピー薬局　稲田堤店〒214-0001 044-949-6770有限会社　ポピー　取鈴木　勝亮 平20. 3. 1 薬局
     多薬183 川崎市多摩区菅２－１５－５　１常　勤:    3締役　武内　春美 新規 現存
     Ｆ (薬       3) 平26. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1907548,184.1 クスリのナカヤマ薬局〒214-0014 044-930-6218株式会社　クスリのナ藤岡　紗代 平20. 3. 1 薬局
     多薬184 　登戸駅前店 川崎市多摩区登戸３４１４ 常　勤:    2カヤマ　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)中山　唱司 平26. 3. 1
     非常勤:   33
     (薬      33)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1908548,186.6 花梨薬局 〒214-0031 044-930-6720株式会社　七施　代表吉澤　八千代 平25. 7. 1 薬局
     多薬186 川崎市多摩区東生田１－２－１１常　勤:    1取締役　吉澤　八千代 移動 現存
     (薬       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1909548,187.4 たから薬局　向ヶ丘遊〒214-0014 044-930-9535株式会社　トラストフ石田　俊 平20.12. 1 薬局
     多薬187 園店 川崎市多摩区登戸２１３０－２ア常　勤:    3ァーマシー　代表取締 新規 現存
     トラスタワー向ヶ丘遊園１Ｆ (薬       3)役　田中　一成 平20.12. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1910548,188.2 ファーマシーダックス〒214-0012 044-922-2338アポロメディカルホー池ケ谷　江津子 平21. 5. 1 薬局
     多薬188 川崎市多摩区中野島６－２６－２常　勤:    2ルディングス株式会社 交代 現存
     (薬       2)　代表取締役　我妻　 平21. 5. 1
     非常勤:   11照男
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1911548,191.6 向日葵薬局 〒214-0014 044-299-6591有限会社　葵調剤薬局鞠子　京子 平21.10. 1 薬局
     多薬191 川崎市多摩区登戸３１６７－８ウ常　勤:    1　代表取締役　安室　 新規 現存
     ィンドヒル１０１ (薬       1)千草 平21.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1912548,193.2 ハックドラッグ長沢薬〒214-0035 044-978-2692株式会社　ＣＦＳコー林　百合絵 平21.12. 1 薬局
     多薬193 局 川崎市多摩区長沢４－１－３ 常　勤:    3ポレーション　代表取 新規 現存
     (薬       3)締役　宮下　雄二 平21.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1913548,194.0 なの花薬局登戸店 〒214-0013 044-931-6205株式会社　サンメディ久保寺　光徳 平22. 4. 1 薬局
     多薬194 川崎市多摩区登戸新町３３７ 常　勤:    4ック　代表取締役　遠 新規 現存
     (薬       4)山　功 平22. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1914548,195.7 クスリのナカヤマ薬局〒214-0038 044-900-1726株式会社　クスリのナ大場　美代子 平22. 5. 1 薬局
     多薬195 生田駅南口店 川崎市多摩区生田７－２－１８ 常　勤:    2カヤマ　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)中山　唱司 平22. 5. 1
     非常勤:   28
     (薬      28)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1915548,196.5 矢野調剤薬局　京王稲〒214-0001 044-944-8018株式会社　矢野調剤薬稲川　由美子 平23. 6. 2 薬局
     多薬196 田堤店 川崎市多摩区菅２－８－２５ 常　勤:    4局　代表取締役　矢野 新規 現存
     (薬       4)　功 平23. 6. 2
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1916548,197.3 しんまち井出薬局 〒214-0013 044-322-8200有限会社　スリーエム齋藤　玲子 平23. 6. 1 薬局
     多薬197 川崎市多摩区登戸新町４３４ 常　勤:    1ズ　代表取締役　長野 新規 現存
     (薬       1)　麻知子 平23. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1917548,198.1 宿河原フレンド薬局 〒214-0021 044-543-9130株式会社クレドファー本間　秀彰 平23.12. 1 薬局
     多薬198 川崎市多摩区宿河原３－３－３ 常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)本間　秀彰 平23.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1918548,201.3 さくら薬局　川崎長沢〒214-0035 044-979-1271クラフト株式会社　代竹澤　洋平 平24. 4. 1 薬局
     多薬201 店 川崎市多摩区長沢２－１４－９ 常　勤:    9表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     (薬       9) 平24. 4. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1919548,202.1 クオール薬局西生田店〒214-0037 044-959-2631クオール株式会社　代藤原　麻衣子 平24. 4. 1 薬局
     多薬202 川崎市多摩区西生田５－２７－１常　勤:    3表取締役　中村　勝 交代 現存
     ５ (薬       3) 平24. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1920548,203.9 へいせい薬局 〒214-0014 044-819-8511金　玄海（金本　玄海小野寺　純子 平24. 5. 1 薬局
     多薬203 川崎市多摩区登戸２６８４ 常　勤:    1） 新規 現存
     (薬       1) 平24. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1921548,204.7 アイン薬局　登戸店 〒214-0014 044-930-1271株式会社アインファー関根　晃 平24. 8. 1 薬局
     多薬204 川崎市多摩区登戸３４８７－１２常　勤:   11マシーズ　代表取締役 交代 現存
     (薬      11)　大谷　喜一 平24. 8. 1
     非常勤:   66
     (薬      66)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1922548,205.4 ダイエー向ヶ丘店薬局〒214-0014 044-380-0235株式会社ダイエー　代沖山　雅彦 平24. 9. 1 薬局
     多薬205 川崎市多摩区登戸２７８９ 常　勤:    6表取締役　村井　正平 新規 現存
     (薬       6) 平24. 9. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1923548,206.2 もみの木薬局 〒214-0014 044-455-7866大藏　多惠子 大藏　多惠子 平24.12. 1 薬局
     多薬206 川崎市多摩区登戸５３８ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1924548,207.0 中川薬局南生田店 〒214-0036 044-978-5028株式会社グラム　代表浅川　純子 平24.11. 1 薬局
     多薬207 川崎市多摩区南生田４－２０－１常　勤:    1取締役　中川　一光 交代 現存
     (薬       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1925548,208.8 たから薬局登戸店 〒214-0014 044-934-2360株式会社トレジャー　太田　喬士 平24.12. 1 薬局
     多薬208 川崎市多摩区登戸３４８６－３ 常　勤:    1代表取締役　田中　幹 交代 現存
     (薬       1)雄 平24.12. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1926548,209.6 クリエイト薬局川崎登〒214-0014 044-930-0151株式会社クリエイトエ小松　亜矢子 平25. 1. 1 薬局
     多薬209 戸店 川崎市多摩区登戸５８２ 常　勤:    3ス・ディー　代表取締 新規 現存
     (薬       3)役　廣瀨　泰三 平25. 1. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1927548,210.4 長岡第一薬局 〒214-0021 044-911-3477株式会社長岡第一薬局溝口　浩子 平25. 2. 1 薬局
     多薬210 川崎市多摩区宿河原４－２５－４常　勤:    3　代表取締役　古川　 交代 現存
     (薬       3)恵子 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1928548,211.2 日本調剤登戸薬局 〒214-0014 044-931-2677日本調剤株式会社　代中村　麻里江 平25. 4. 1 薬局
     多薬211 川崎市多摩区登戸３４８７ＡＲＫ常　勤:    1表取締役　三津原　博 新規 現存
     ＡＤＩＡ　１Ｆ (薬       1) 平25. 4. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1929548,213.8 グッドファーマシー　〒214-0014 044-931-0910株式会社クスリのナカ義山　昌子 平25. 6. 1 薬局
     多薬213 ナカヤマ 川崎市多摩区登戸１８４２Ｍ’ｓ常　勤:    1ヤマ　代表取締役　中 交代 現存
     　ｃｏｒｅ (薬       1)山　唱司 平25. 6. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1930548,214.6 灰吹屋薬局読売ランド〒214-0037 044-281-0280株式会社灰吹屋薬局　木下　智子 平25.10. 1 薬局
     多薬214 ハナミズキ店 川崎市多摩区西生田３－９－２７常　勤:    3代表取締役　鈴木　敏 新規 現存
     (薬       3)雄 平25.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1931554,000.0 クリエイト薬局川崎菅〒216-0015 044-978-3651株式会社クリエイトエ青島　佑斗 平26. 1. 1 薬局
     宮薬4000 生店 川崎市宮前区菅生２－１－１３ 常　勤:    2ス・ディー　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　廣瀨　泰三 平26. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1932554,001.8 みどり薬局 〒216-0004 044-871-1151株式会社みどり　代表濱野　茂幸 平26. 2. 1 薬局
     宮薬4001 川崎市宮前区鷺沼１－１１－１４常　勤:    3取締役　山岸　治美 交代 現存
     (薬       3) 平26. 2. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1933554,002.6 薬樹薬局宮前平 〒216-0007 044-862-6590薬樹株式会社　代表取宮川　愛花 平26. 6. 1 薬局
     宮薬4002 川崎市宮前区小台２－６－６宮前常　勤:    1締役　小森　雄太 新規 現存
     平メディカルモール１Ｆ (薬       1) 平26. 6. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1934554,003.4 宮前たいら薬局 〒216-0022 044-872-9741株式会社アポステータ石井　しのぶ 平26. 6. 1 薬局
     宮薬4003 川崎市宮前区平４－４－１リレン常　勤:    1ス　代表取締役　林　 新規 現存
     ト２号室 (薬       1)昭弘 平26. 6. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1935554,004.2 みらいず薬局 〒216-0033 044-982-1234株式会社アヴァンス　秋丸　正和 平26. 7. 1 薬局
     宮薬4004 川崎市宮前区宮崎２－９－３－１常　勤:    2代表取締役　小田　幹 新規 現存
     ０１ (薬       2)人 平26. 7. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1936554,005.9 鷺沼きりん薬局 〒216-0004 044-888-1193株式会社ケイアイエム松井　晴江 平26.10.27 薬局
     宮薬4005 川崎市宮前区鷺沼１－３－１３鷺常　勤:    1　代表取締役　伊石　 新規 現存
     沼東急アパート (薬       1)清人 平26.10.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1937558,002.2 ヤナイ薬局 〒216-0001 044-777-6816柳内　昭子 柳内　昭子 昭43. 7.15 薬局
     宮薬2 川崎市宮前区野川２２３５　鈴八常　勤:    1 現存
     マーケット内 (薬       1) 平22. 7.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1938558,011.3 安心堂薬局 〒216-0035 044-855-5458安藤薬品（株）　代表安藤　よし江 昭54.10. 1 薬局
     宮薬11 川崎市宮前区馬絹１９９５－６ 常　勤:    2取締役　安藤　好孝 現存
     (薬       2) 平24.10. 1
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 1939558,013.9 宮前平ショッピングパ〒216-0033 044-854-2122鈴木　敦子 鈴木　敦子 昭56. 3. 1 薬局
     宮薬13 ークハイフキヤ薬局 川崎市宮前区宮崎６－９－６ 現存
     平23. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1940558,017.0 さくら調剤薬局 〒216-0004 044-855-5606（有）さくら調剤薬局梅澤　直美 昭56.10. 1 薬局
     宮薬17 川崎市宮前区鷺沼１－１２－２ 常　勤:    1　代表取締役　梅澤　 現存
     (薬       1)直美 平23.10. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1941558,020.4 有限会社プライマリー〒216-0006 044-854-2018有限会社プライマリー山村　真一 昭57. 3. 1 薬局
     宮薬20 ファーマシー 川崎市宮前区宮前平２－１５－２常　勤:    7ファーマシー　代表取 現存
     (薬       7)締役　山村　真一 平24. 3. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1942558,023.8 村上薬局 〒216-0005 044-854-7767有限会社　村上商事　川名　容子 平23. 2.21 薬局
     宮薬23 川崎市宮前区土橋６－７－３ 常　勤:    2代表取締役　村上　賢 移動 現存
     (薬       2) 平23. 2.21
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1943558,038.6 エーケー有馬薬局鷺沼〒216-0004 044-855-9531エーケー通商株式会社大塚　嘉之 昭61.11.15 薬局
     宮薬38 店 川崎市宮前区鷺沼３－１－３６ 常　勤:    1　代表取締役　川手　 現存
     (薬       1)篤 平22.11.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1944558,045.1 エグチ薬局宮前平本店〒216-0006 044-888-4631株式会社エグチ　代表江口　靖子 平 2.12.15 薬局
     宮薬45 川崎市宮前区宮前平３－１０－１常　勤:    1取締役　江口　満彦 現存
     ６ (薬       1) 平23.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1945558,048.5 たんぽぽ薬局 〒216-0007 044-854-5038（有）さぎぬま薬局　松本　夕起子 平 4. 4. 1 薬局
     宮薬48 川崎市宮前区小台１－２０－１ 常　勤:    2代表取締役　鞍貫　武 現存
     (薬       2) 平22. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1946558,053.5 有馬調剤薬局 〒216-0002 044-855-6888有限会社　調剤薬局開吉武　千賀子 平 7. 7. 1 薬局
     宮薬53 川崎市宮前区東有馬３－１５－４常　勤:    1発センター　代表取締 新規 現存
     プリメーラ鷺沼１０１号室 (薬       1)役　矢野　圭子 平22. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
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 1947558,054.3 薬局神木 〒216-0031 044-861-8014王寿有限会社　代表取松本　加代子 平 7. 9. 1 薬局
     宮薬54 川崎市宮前区神木本町２－２－１常　勤:    3締役　宮久保　惠子 新規 現存
     ５ (薬       3) 平22. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1948558,056.8 有馬センター薬局 〒216-0002 044-854-9318株式会社　宮前調剤薬伊藤　啓 平11. 5. 7 薬局
     宮薬56 川崎市宮前区東有馬３－５－２８常　勤:    4局　代表取締役　伊藤 移動 現存
     (薬       4)　啓 平23. 5. 7
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1949558,059.2 かしの木薬局 〒216-0003 044-857-3921株式会社　ファーコス今井　梨恵 平 9. 6. 1 薬局
     宮薬59 川崎市宮前区有馬３－１３－５ 常　勤:    2　代表取締役　島田　 新規 現存
     (薬       2)光明 平24. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1950558,060.0 恵樹堂薬局 〒216-0033 044-860-5037緑薬品　有限会社　代五十畑　誠 平 9.12.15 薬局
     宮薬60 川崎市宮前区宮崎１－９－５ 常　勤:    1表取締役　五十畑　誠 新規 現存
     (薬       1) 平21.12.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1951558,062.6 有限会社　松美堂薬局〒216-0007 044-854-3893有限会社　松美堂薬局金子　昇 平10. 8.10 薬局
     宮薬62 川崎市宮前区小台２－７－１９ 常　勤:    2　代表取締役　金子　 組織変更 現存
     (薬       2)昇 平22. 8.10
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1952558,063.4 パル調剤薬局 〒216-0022 044-860-6680有限会社　パル・コー今野　奈宇 平12. 4. 1 薬局
     宮薬63 川崎市宮前区平２－１１－３ 常　勤:    3ポレーション　代表取 新規 現存
     (薬       3)締役　鈴木　嘉三 平24. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1953558,064.2 宮前平薬局 〒216-0033 044-861-2232株式会社　横浜調剤薬石井　恭子 平12. 9. 1 薬局
     宮薬64 川崎市宮前区宮崎６－９－５ 常　勤:    2局　代表取締役　野呂 新規 現存
     (薬       2)　敦 平24. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1954558,066.7 クリエイトエス・ディ〒216-0033 044-871-6925株式会社　クリエイト岩田　誠大 平12.12.15 薬局
     宮薬66 ー川崎宮崎台駅前店薬川崎市宮前区宮崎２－１０－８ 常　勤:    9エス・ディー　代表取 新規 現存
     局 (薬       9)締役　廣瀨　泰三 平24.12.15
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1955558,070.9 ひかり薬局 〒216-0001 044-740-1366株式会社アヴァンス　森田　恵子 平17. 3. 3 薬局
     宮薬70 川崎市宮前区野川３００４－１ 常　勤:    6代表取締役　小田　幹 移動 現存
     (薬       6)人 平23. 3. 3
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1956558,072.5 パル薬局　蔵敷店 〒216-0015 044-978-0171有限会社　パル・コー龜谷　英雄 平13. 5.15 薬局
     宮薬72 川崎市宮前区菅生２－１－６日向常　勤:    1ポレーション　代表取 新規 現存
     園ビル (薬       1)締役　鈴木　嘉三 平25. 5.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1957558,073.3 宮崎台調剤薬局 〒216-0033 044-852-5377有限会社　芝草舎　代諸田　悟郎 平14. 7. 1 薬局
     宮薬73 川崎市宮前区宮崎２－２－１グラ常　勤:    2表取締役　諸田　千草 新規 現存
     ンデュール宮崎台１Ｆ (薬       2) 平26. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1958558,075.8 グリーン薬局 〒216-0023 044-866-5317有限会社　パグラスメ中林　光子 平14. 9. 1 薬局
     宮薬75 川崎市宮前区けやき平１番グリー常　勤:    3ジャー　代表取締役　 新規 現存
     ンハイツ１６号棟１Ｆ (薬       3)藤川　英一 平26. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1959558,076.6 レガロ薬局 〒216-0015 044-976-3142有限会社レガロ薬局　大西　秀輝 平15. 5.15 薬局
     宮薬76 川崎市宮前区菅生５－５－４ 常　勤:    3代表取締役　大西　秀 新規 現存
     (薬       3)輝 平21. 5.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1960558,077.4 薬樹薬局　梶ヶ谷 〒216-0033 044-870-5121薬樹株式会社　代表取今西　理恵子 平16. 1. 1 薬局
     宮薬77 川崎市宮前区宮崎１５３－２ 常　勤:    4締役　小森　雄太 新規 現存
     (薬       4) 平22. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1961558,079.0 スターファーマシー 〒216-0005 044-861-1781有限会社明星　代表取伊東　善平 平16. 6. 1 薬局
     宮薬79 川崎市宮前区土橋１－２１－１４常　勤:    3締役　伊東　善平 新規 現存
     (薬       3) 平22. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1962558,080.8 薬樹薬局　土橋 〒216-0005 044-862-8910薬樹株式会社　代表取多田　晴美 平16. 8. 1 薬局
     宮薬80 川崎市宮前区土橋３－３－１ドゥ常　勤:    2締役　小森　雄太 新規 現存
     ーエ・アコルデ地下１階０１号室(薬       2) 平22. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1963558,081.6 アルファ薬局 〒216-0002 044-870-1071有限会社メディコプラ河野　由美 平16.12.15 薬局
     宮薬81 川崎市宮前区東有馬５－２４－１常　勤:    3ンニング　代表取締役 新規 現存
     (薬       3)　福本　雅之 平22.12.15
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1964558,082.4 ウイン調剤薬局宮崎台〒216-0033 044-870-0380有限会社ウインファー元木　英子 平17. 4. 1 薬局
     宮薬82 店 川崎市宮前区宮崎６－１－１４ 常　勤:    1マ　代表取締役　藤田 新規 現存
     (薬       1)　勝久 平23. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1965558,083.2 あつみ薬局　宮崎台店〒216-0033 044-870-6005あつみ薬品株式会社　平林　芳子 平17. 9. 1 薬局
     宮薬83 川崎市宮前区宮崎２－１３－４箕常　勤:    4代表取締役　松本　正 新規 現存
     輪ビル１Ｆ (薬       4) 平23. 9. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1966558,084.0 バンビーノ薬局 〒216-0007 044-854-9927株式会社　ビタロマン藤岡　京子 平17.11.15 薬局
     宮薬84 川崎市宮前区小台２－４－５ 常　勤:    4　代表取締役　山村　 新規 現存
     (薬       4)真一 平23.11.15
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1967558,087.3 ステラ薬局　鷺沼店 〒216-0004 044-854-1209株式会社アガペ　代表西田　篤 平18. 4. 1 薬局
     宮薬87 川崎市宮前区鷺沼１－２２－７カ常　勤:    3取締役　藤木　一行 新規 現存
     ーサエステレーヤ１Ｆ (薬       3) 平24. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1968558,088.1 あいケア薬局野川店 〒216-0001 044-589-4678株式会社　フラント　友田　健 平18.11. 1 薬局
     宮薬88 川崎市宮前区野川１２１－１７ 常　勤:    2代表取締役　石塚　雅 新規 現存
     (薬       2)彦 平24.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1969558,089.9 阪神調剤薬局　鷺沼店〒216-0003 044-870-2230株式会社　阪神調剤薬新宮　利夫 平19. 2. 1 薬局
     宮薬89 川崎市宮前区有馬４－１７－２２常　勤:    5局　代表取締役　岩崎 新規 現存
     (薬       5)　壽毅 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1970558,091.5 パル薬局　鷺沼店 〒216-0004 044-271-1160有限会社　パル・コー 平19. 3. 1 薬局
     宮薬91 川崎市宮前区鷺沼４－１０－３０常　勤:    2ポレーション　代表取 新規 現存
     (薬       2)締役　鈴木　嘉三 平25. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1971558,092.3 薬樹薬局　鷺沼 〒216-0004 044-871-7275薬樹株式会社　代表取西野　裕馬 平19. 4. 1 薬局
     宮薬92 川崎市宮前区鷺沼３－２－６鷺沼常　勤:    2締役　小森　雄太 新規 現存
     センタービル１階 (薬       2) 平25. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1972558,093.1 薬樹薬局　馬絹 〒216-0035 044-853-2300薬樹　株式会社　代表岩本　恵実 平19. 5.15 薬局
     宮薬93 川崎市宮前区馬絹５２６－７第２常　勤:    3取締役　小森　雄太 新規 現存
     ケーエービル１階 (薬       3) 平25. 5.15
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1973558,094.9 コスモス薬局 〒216-0003 044-870-4010株式会社　宮前調剤薬藤本　三枝子 平19. 9. 1 薬局
     宮薬94 川崎市宮前区有馬５－１８－２２常　勤:    1局　代表取締役　伊藤 組織変更 現存
     (薬       1)　啓 平25. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1974558,096.4 薬樹薬局　宮崎台 〒216-0032 044-860-2760薬樹株式会社　代表取髙橋　健子 平20. 5. 1 薬局
     宮薬96 川崎市宮前区神木２－２－１宮崎常　勤:    4締役　小森　雄太 新規 現存
     台メディカルプラザＡ棟１階 (薬       4) 平26. 5. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1975558,097.2 田辺薬局　宮前平橋店〒216-0022 044-866-2185田辺薬局　株式会社　篠村　守広 平20. 6.15 薬局
     宮薬97 川崎市宮前区平１－１－４ 常　勤:    2代表取締役　佐藤　淳 新規 現存
     (薬       2)一 平26. 6.15
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1976558,098.0 たまプラーザ薬局 〒216-0011 044-978-0083有限会社　石崎メディ北原　智美 平20. 9. 1 薬局
     宮薬98 川崎市宮前区犬蔵２－７－１ 常　勤:    2カル　代表取締役　石 新規 現存
     (薬       2)崎　勝 平26. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1977558,100.4 スギ薬局　たいら店 〒216-0022 044-870-9131株式会社　スギ薬局　脇田　理恵 平20. 9. 1 薬局
     宮薬100 川崎市宮前区平２－４－３８　そ常　勤:    1代表取締役　榊原　栄 組織変更 現存
     うてつローゼンたいら店　１階 (薬       1)一 平26. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1978558,101.2 クリエイトエス・ディ〒216-0001 044-740-5525株式会社　クリエイト渡邊　茂信 平20.12. 1 薬局
     宮薬101 ー　川崎野川店薬局 川崎市宮前区野川２９０５－１ 常　勤:    4エス・ディー　代表取 新規 現存
     (薬       4)締役　廣瀨　泰三 平20.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1979558,102.0 ハートランド薬局 〒216-0013 044-979-1050株式会社　ウィーズ　小池　千恵 平21. 9. 1 薬局
     宮薬102 川崎市宮前区潮見台６－７ 常　勤:    1代表取締役　水村　卓 交代 現存
     (薬       1)司 平21. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1980558,103.8 えがお薬局　宮前店 〒216-0024 044-978-5528株式会社　ミンクス　菱田　光子 平21.10. 1 薬局
     宮薬103 川崎市宮前区南平台３－１８ 常　勤:    1代表取締役　小岩　松 新規 現存
     (薬       1)男 平21.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1981558,104.6 日本調剤　宮崎台薬局〒216-0033 044-862-8573日本調剤株式会社　代髙橋　大輔 平21.12. 1 薬局
     宮薬104 川崎市宮前区宮崎２－１０－３さ常　勤:    2表取締役　三津原　博 新規 現存
     くら坂ビル１Ｆ (薬       2) 平21.12. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1982558,105.3 灰吹屋薬局　宮前平店〒216-0006 044-789-8015株式会社　灰吹屋薬局津田　文子 平22. 9. 1 薬局
     宮薬105 川崎市宮前区宮前平２－１５－８常　勤:    1　代表取締役　鈴木　 新規 現存
     (薬       1)敏雄 平22. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1983558,106.1 薬局トモズ　宮前平店〒216-0006 044-872-8626株式会社　トモズ　代郡司　和貴 平22.11. 1 薬局
     宮薬106 川崎市宮前区宮前平２－１５－１常　勤:    4表取締役　師岡　伸生 新規 現存
     ５ (薬       4) 平22.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1984558,107.9 薬局トモズ　フレルさ〒216-0004 044-877-7805株式会社　トモズ　代麓　麻以 平23. 7. 1 薬局
     宮薬107 ぎ沼店 川崎市宮前区鷺沼１－１　フレル常　勤:    2表取締役　師岡　伸生 新規 現存
     さぎ沼２Ｆ (薬       2) 平23. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1985558,108.7 馬絹薬局 〒216-0035 044-860-2175セイコーメディカルブ武藤　康 平23.10. 1 薬局
     宮薬108 川崎市宮前区馬絹１１７２－２ 常　勤:    1レーン株式会社　代表 交代 現存
     (薬       1)取締役　岩井堂　政裕 平23.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1986558,111.1 パル薬局菅生店 〒216-0015 044-863-7988有限会社パル・コーポ曽我　あすか 平25. 9. 1 薬局
     宮薬111 川崎市宮前区菅生４－１－２８ 常　勤:    2レーション　取締役　 新規 現存
     (薬       2)鈴木　嘉三 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1987558,112.9 さぎぬま薬局 〒216-0004 044-854-1317株式会社持田薬局　代持田　雄也 平25. 9. 1 薬局
     宮薬112 川崎市宮前区鷺沼１－１１－６－常　勤:    3表取締役　持田　雄也 交代 現存
     １０３ (薬       3) 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1988564,000.8 栗木台薬局 〒215-0032 044-981-0345株式会社サノ・ファー根本　健史 平25.10. 1 薬局
     麻薬4000 川崎市麻生区栗木台１－２－４ 常　勤:    1マシー　代表取締役　 交代 現存
     (薬       1)佐野　元彦 平25.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1989564,001.6 クリエイト薬局京王若〒215-0035 044-981-5071株式会社クリエイトエ土志田　悠太 平26. 6. 1 薬局
     麻薬4001 葉台駅前店 川崎市麻生区黒川５６２－６ 常　勤:    1ス・ディー　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　廣瀨　泰三 平26. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1990564,002.4 のぞみ薬局王禅寺店 〒215-0017 044-959-5140株式会社フクロ薬局　平井　純也 平26. 9. 1 薬局
     麻薬4002 川崎市麻生区王禅寺西５－１－３常　勤:    2代表取締役　福岡　康 交代 現存
     ０フォレスター新百合ヶ丘Ａ－２(薬       2)太郎 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1991568,016.0 新百合ケ丘薬局 〒215-0021 044-951-1006有限会社薬宝商事　代西本　玲子 昭61. 1. 1 薬局
     麻薬16 川崎市麻生区上麻生１－９－１０常　勤:    6表取締役　紫藤　成雄 現存
     (薬       6) 平22. 1. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1992568,017.8 しま薬局 〒215-0021 044-988-7567株式会社しま薬局　代嶋　元 平15. 5. 3 薬局
     麻薬17 川崎市麻生区上麻生５－３８－５常　勤:    5表取締役　嶋　元 移動 現存
     (薬       5) 平21. 5. 3
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1993568,018.6 新ゆり調剤薬局 〒215-0004 044-955-1516共明産業株式会社　代竹内　千里 昭61. 6.15 薬局
     麻薬18 川崎市麻生区万福寺１－８－７ 常　勤:    2表取締役　青柳　隆一 現存
     (薬       2) 平22. 6.15
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1994568,019.4 太寿堂富岡薬局 〒215-0021 044-988-6818有限会社　富岡薬局　富岡　靖子 平12. 6.21 薬局
     麻薬19 川崎市麻生区上麻生５－４３－１常　勤:    1代表取締役　富岡　靖 移動 現存
     ８　 (薬       1)子 平18. 6.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1995568,023.6 あずさ薬局　新百合ケ〒215-0021 044-966-8667つちや調剤　株式会社與田　智子 平 2. 4.15 薬局
     麻薬23 丘店 川崎市麻生区上麻生１－３－２　常　勤:    8　代表取締役　小柳　 現存
     壱番館ビル５Ｆ (薬       8)英一 平23. 4.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1996568,029.3 竹下薬局 〒215-0031 044-987-2001竹下　由美子 竹下　由美子 平 2.11.15 薬局
     麻薬29 川崎市麻生区栗平２－３－１　オ常　勤:    2 現存
     ダキュ－ＯＸ栗平店内 (薬       2) 平23.11.15
     非常勤:    6
     (薬       6)
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 1997568,031.9 薬局百合丘ＮＹファー〒215-0011 044-952-0531中北　英紀 長谷川　潮里 平16. 8. 1 薬局
     麻薬31 マシー 川崎市麻生区百合丘１－４－１ 常　勤:   14 移動 現存
     (薬      14) 平22. 8. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1998568,032.7 パデイ薬局 〒215-0004 044-952-5151パデイ株式会社　代表稲田　公子 平 5. 1.15 薬局
     麻薬32 川崎市麻生区万福寺１－２－３農常　勤:    1取締役　稲田　公子 新規 現存
     住ビル３Ｆ (薬       1) 平23. 1.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1999568,033.5 フジ薬局新百合ケ丘駅〒215-0021 044-951-3221株式会社フジ薬局　代村橋　明子 平 5. 2.15 薬局
     麻薬33 前店 川崎市麻生区上麻生１－６－３ 常　勤:    2表取締役　井上　学 新規 現存
     (薬       2) 平23. 2.15
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2000568,034.3 百合丘ホーム薬局 〒215-0011 044-966-2805有限会社ホーム・ファ吉本　僚子 平 9. 6. 1 薬局
     麻薬34 川崎市麻生区百合丘１－１８－５常　勤:    4ーマシー　代表取締役 移動 現存
     アビタシオン百合ケ丘１Ｆ (薬       4)　佐藤　博 平24. 6. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2001568,037.6 有限会社たま調剤薬局〒215-0005 044-953-7775有限会社たま調剤薬局瀬戸口　達人 平 6. 3.15 薬局
     麻薬37 千代ケ丘店 川崎市麻生区千代ヶ丘８－１－３常　勤:    5　代表取締役　髙橋　 新規 現存
     ウエストプラザ１０４ (薬       5)葉子 平24. 3.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2002568,038.4 沢辺薬局 〒215-0012 044-953-2521有限会社　沢辺　取締田中　はるか 平21.10. 1 薬局
     麻薬38 川崎市麻生区東百合丘４－４２－常　勤:    3役　澤邉　康子 移動 現存
     ８ (薬       3) 平21.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2003568,040.0 ジェイエムシー柿生薬〒215-0021 044-986-1811ジェイエムシー株式会川崎　和穂 平 7. 3.15 薬局
     麻薬40 局 川崎市麻生区上麻生８５５サンヒ常　勤:    1社　代表取締役社長　 新規 現存
     ルガーデンスズキ１０４ (薬       1)仁木　尚詩 平16. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2004568,041.8 新百合ヶ丘薬局駅前店〒215-0021 044-952-3262有限会社藥宝商事　代水野　恭子 平 7. 6.15 薬局
     麻薬41 川崎市麻生区上麻生１－３－８ 常　勤:    8表取締役　紫藤　成雄 新規 現存
     (薬       8) 平22. 6.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
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 2005568,042.6 コトブキ調剤薬局 〒215-0021 044-986-1811株式会社　阪神調剤薬秋田　敬子 平 7. 7. 1 薬局
     麻薬42 川崎市麻生区上麻生６－２７－１常　勤:    9局　代表取締役　岩崎 新規 現存
     ０－１０４ (薬       9)　壽毅 平22. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2006568,044.2 なの花薬局　王禅寺店〒215-0018 044-981-2931株式会社サンメディッ山下　美和 平 7. 9.15 薬局
     麻薬44 川崎市麻生区王禅寺東５－１－２常　勤:    4ク　代表取締役　遠山 新規 現存
     (薬       4)　功 平22. 9.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2007568,047.5 千代ケ丘調剤薬局 〒215-0005 044-952-2677有限会社リック　代表伊藤　幸博 平 8.12.15 薬局
     麻薬47 川崎市麻生区千代ヶ丘８－１－２常　勤:    4取締役　田中　彩子 新規 現存
     ０－１０１ (薬       4) 平23.12.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2008568,050.9 上麻生薬局 〒215-0021 044-986-9666株式会社　みどり調剤宮口　信子 平17. 5.16 薬局
     麻薬50 川崎市麻生区上麻生５－６－１１常　勤:    3薬局　代表取締役　上 移動 現存
     (薬       3)野　政子 平23. 5.16
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2009568,052.5 山口台タツミ薬局 〒215-0021 044-969-3225有限会社　サンライズ山下　勝 平16. 1. 1 薬局
     麻薬52 川崎市麻生区上麻生４－３４－３常　勤:    1ファーマシー　取締役 移動 現存
     (薬       1)　山下　勝 平22. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2010568,054.1 フジ薬局オーパ店 〒215-0021 044-965-8400株式会社　フジ薬局　山﨑　章雄 平13. 3. 7 薬局
     麻薬54 川崎市麻生区上麻生１－１－１ 常　勤:    3代表取締役　井上　学 移動 現存
     (薬       3) 平25. 3. 7
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2011568,056.6 新百合ヶ丘たわら薬局〒215-0026 044-959-2667有限会社　タワラ　代俵　千枝 平11. 3. 1 薬局
     麻薬56 川崎市麻生区古沢２２ 常　勤:    1表取締役　俵　忠良 新規 現存
     (薬       1) 平23. 3. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2012568,058.2 栗平調剤薬局 〒215-0024 044-989-6446株式会社　双正ファー西　圭子 平11. 5. 1 薬局
     麻薬58 川崎市麻生区白鳥３－５－１ 常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)西　圭子 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2013568,060.8 新百合ヶ丘ファーマシ〒215-0021 044-952-0791有限会社　白十字ファ室伏　和美 平11. 9.15 薬局
     麻薬60 ー 川崎市麻生区上麻生１－２０－１常　勤:    5ーマシー　代表取締役 新規 現存
     小田急アコルデ新百合ヶ丘８Ｆ (薬       5)　村野　和子 平23. 9.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2014568,062.4 山口台薬局 〒215-0013 044-959-2578株式会社　山口台薬局福田　美恵子 平13. 8.15 薬局
     麻薬62 川崎市麻生区王禅寺西５－２－１常　勤:    3　代表取締役　中西　 新規 現存
     ７ (薬       3)功 平25. 8.15
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2015568,063.2 クオール薬局白山店 〒215-0014 044-989-6841クオール株式会社　代谷山　一美 平13.10. 1 薬局
     麻薬63 川崎市麻生区白山４－１－１－１常　勤:    2表取締役　中村　勝 組織変更 現存
     ２２ (薬       2) 平25.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2016568,064.0 クオール薬局　王禅寺〒215-0013 044-969-3561クオール株式会社　代小西　美緒 平13.10. 1 薬局
     麻薬64 店 川崎市麻生区王禅寺東４－１－１常　勤:    2表取締役　中村　勝 組織変更 現存
     ９ (薬       2) 平25.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2017568,067.3 しんゆり薬局 〒215-0018 044-953-5881有限会社　百薬商事　中野　純一 平13.12. 1 薬局
     麻薬67 川崎市麻生区王禅寺東３－２６－常　勤:    3代表取締役　中野　正 組織変更 現存
     ４ (薬       3)一郎 平25.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2018568,068.1 ひまわり薬局 〒215-0013 044-969-5552有限会社　オーケー　山田　修 平14. 1.15 薬局
     麻薬68 川崎市麻生区王禅寺東３－２６－常　勤:    2代表取締役　山田　修 新規 現存
     ５ (薬       2) 平26. 1.15
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2019568,072.3 かなほど薬局 〒215-0006 044-969-5562有限会社セイムブレス矢吹　諭 平15.11. 1 薬局
     麻薬72 川崎市麻生区金程１－３４－１４常　勤:    1　代表取締役　矢吹　 新規 現存
     (薬       1)諭 平21.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2020568,073.1 ワカバ薬局 〒215-0012 044-953-7846有限会社ワカバ薬局　中村　正樹 平15.11. 1 薬局
     麻薬73 川崎市麻生区東百合丘２－３１－常　勤:    2代表取締役　中村　正 組織変更 現存
     ８ (薬       2)樹 平21.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2021568,074.9 かもめ薬局　柿生店 〒215-0021 044-981-3730トライアドジャパン株船田　典克 平16. 2. 1 薬局
     麻薬74 川崎市麻生区上麻生５－４０－１常　勤:    4式会社　代表取締役　 新規 現存
     (薬       4)竹内　尚子 平22. 2. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2022568,077.2 サープラス薬局 〒215-0021 044-988-7111有限会社都メディカル小田　玲子 平16. 4. 1 薬局
     麻薬77 川崎市麻生区上麻生５－３８－７常　勤:    2　代表取締役　都甲　 交代 現存
     (薬       2)和子 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2023568,078.0 あすか薬局 〒215-0021 044-981-5008株式会社　イワナガ　加藤　輝久 平16.12. 1 薬局
     麻薬78 川崎市麻生区上麻生５－３８－１常　勤:    1代表取締役　岩崎　岩 新規 現存
     ０ (薬       1)雄 平22.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2024568,083.0 あい薬局　はるひ野駅〒215-0036 044-989-3681株式会社　富士薬品　梶　哲也 平18. 5. 1 薬局
     麻薬83 前店 川崎市麻生区はるひ野４－４－１常　勤:    5代表取締役社長　高柳 新規 現存
     はるひ野メディカルヴィレッジＤ(薬       5)　昌幸 平24. 5. 1
     棟 非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2025568,084.8 さつき台薬局 〒215-0025 044-986-9876有限会社　フォレスト小松　豊数 平18. 5. 1 薬局
     麻薬84 川崎市麻生区五力田２－２－１メ常　勤:    1医療薬学研究所　代表 交代 現存
     イヒルズ１０１ (薬       1)取締役　小松　豊数 平24. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2026568,085.5 あおば薬局 〒215-0021 044-981-4330有限会社ウェルファー能條　隆志 平26. 8. 1 薬局
     麻薬85 川崎市麻生区上麻生６－３９－３常　勤:    1ム　代表取締役　能條 移動 現存
     ６Ｂ号 (薬       1)　隆志 平26. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
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 2027568,087.1 新ゆりプラザ薬局 〒215-0005 044-951-4533有限会社　石崎メディ和田　みよ子 平19. 1. 1 薬局
     麻薬87 川崎市麻生区千代ヶ丘４－１８－常　勤:    1カル　代表取締役　石 組織変更 現存
     １２ (薬       1)崎　勝 平25. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2028568,088.9 調剤薬局ツルハドラッ〒215-0024 044-981-0104株式会社　リバース　鈴木　克則 平20. 5.15 薬局
     麻薬88 グ栗平駅前店 川崎市麻生区白鳥３－５－２　ガ常　勤:    1代表取締役　石川　亨 新規 現存
     ーデンヒルズ白鳥１階 (薬       1) 平26. 5.15
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2029568,091.3 ハート薬局　新百合ヶ〒215-0004 044-952-5364有限会社　サン医療福水﨑　春良 平20. 7. 1 薬局
     麻薬91 丘店 川崎市麻生区万福寺１－１５－３常　勤:    1祉研究所　代表取締役 新規 現存
     ＣＯＡビルディング１階 (薬       1)　高橋　良安 平26. 7. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2030568,092.1 クリエイトエス・ディ〒215-0022 044-980-0415株式会社　クリエイト小林　真弓 平20. 9.15 薬局
     麻薬92 ー川崎下麻生店薬局 川崎市麻生区下麻生３－２５－１常　勤:    4エス・ディー　代表取 新規 現存
     ８ (薬       4)締役　廣瀨　泰三 平26. 9.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2031568,093.9 川崎リリー薬局 〒215-0011 044-742-7141有限会社　アニメイト渡 　玲子 平20.11. 1 薬局
     麻薬93 川崎市麻生区百合丘２－３－７ 常　勤:    1　代表取締役　鈴木　 新規 現存
     (薬       1)元三郎 平26.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2032568,094.7 フジ薬局　新百合山手〒215-0004 044-712-8153株式会社　フジ薬局　中村　典代 平21. 2. 1 薬局
     麻薬94 通り店 川崎市麻生区万福寺６－７－２メ常　勤:   12代表取締役　井上　学 新規 現存
     ディカルモリノビル１Ｆ (薬      12) 平21. 2. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2033568,095.4 ハックドラッグ　万福〒215-0004 044-959-0612株式会社　ＣＦＳコー新井　瑞菜 平21. 3. 1 薬局
     麻薬95 寺薬局 川崎市麻生区万福寺３－１－２Ｏ常　勤:    3ポレーション　代表取 新規 現存
     ｄａｋｙｕ　ＯＸ　万福寺店２Ｆ(薬       3)締役　宮下　雄二 平21. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2034568,096.2 ふれあい薬局 〒215-0011 044-299-9933有限会社　ベア　代表草薙　圭恵 平22. 1. 1 薬局
     麻薬96 川崎市麻生区百合丘２－７－９ 常　勤:    1取締役　熊澤　秀行 新規 現存
     (薬       1) 平22. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2035568,097.0 ななほし薬局　王禅寺〒215-0017 044-322-0580旭くすし堂株式会社　山本　幹夫 平22. 5. 1 薬局
     麻薬97 店 川崎市麻生区王禅寺西４－２－１常　勤:    1代表取締役　山本　幹 新規 現存
     ２フォートレス王禅寺　１Ｆ (薬       1)夫 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2036568,099.6 薬樹薬局　百合ケ丘 〒215-0011 044-959-2233薬樹株式会社　代表取林　経昭 平22. 6. 1 薬局
     麻薬99 川崎市麻生区百合丘１－１９－２常　勤:    1締役　小森　雄太 新規 現存
     司生堂ビル２Ｆ (薬       1) 平22. 6. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2037568,100.2 なの花薬局　新百合ヶ〒215-0021 044-959-3109株式会社　サンメディ加藤　寛崇 平22.10. 1 薬局
     麻薬100 丘店 川崎市麻生区上麻生１－５－２－常　勤:    3ック　代表取締役　遠 新規 現存
     ４Ｆ (薬       3)山　功 平22.10. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2038568,101.0 ハックドラッグ下麻生〒215-0022 044-981-0511株式会社　ＣＦＳコー宮田　佳奈 平22.12. 1 薬局
     麻薬101 薬局 川崎市麻生区下麻生２－１１－７常　勤:    3ポレーション　代表取 新規 現存
     (薬       3)締役　宮下　雄二 平22.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2039568,104.4 クローバー薬局 〒215-0031 044-980-4818クローバー株式会社　木曽　忍 平23.11. 1 薬局
     麻薬104 川崎市麻生区栗平２－１－６　小常　勤:    1代表取締役　木曽　忍 交代 現存
     田急マルシェ栗平１０６ (薬       1) 平23.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2040568,105.1 川崎あさお薬局 〒215-0022 044-543-9783徳永薬局株式会社　代永澤　理紗 平24. 4. 1 薬局
     麻薬105 川崎市麻生区下麻生３－２１－１常　勤:    1表取締役　徳永　愛子 新規 現存
     ０十字屋柿生店１－Ｂ (薬       1) 平24. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2041568,106.9 一貫堂薬局 〒215-0026 044-959-5080株式会社　キリン堂　奥山　健 平24. 8. 1 薬局
     麻薬106 川崎市麻生区古沢１７２－１ 常　勤:    1代表取締役　寺西　豊 新規 現存
     (薬       1)彦 平24. 8. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
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 2042568,107.7 かもめ薬局　柿生駅前〒215-0021 044-819-6300トライアドジャパン株天野　恵理 平24. 8. 1 薬局
     麻薬107 店 川崎市麻生区上麻生５－４０－４常　勤:    1式会社　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)竹内　尚子 平24. 8. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2043568,108.5 キリン堂薬局　新百合〒215-0026 044-959-5770株式会社　キリン堂　山我　和徳 平24. 8. 1 薬局
     麻薬108 ヶ丘店 川崎市麻生区古沢１７７ 常　勤:    1代表取締役　寺西　豊 新規 現存
     (薬       1)彦 平24. 8. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2044568,110.1 そうごう薬局五月台店〒215-0023 044-986-2471総合メディカル株式会髙梨　英理子 平24.11. 1 薬局
     麻薬110 川崎市麻生区片平５－２４－１５常　勤:    1社　代表取締役　田代 新規 現存
     ガーデンテラス五月台 (薬       1)　五男 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2045568,111.9 ユキポン薬局 〒215-0011 044-712-3227株式会社ファーマラン鈴木　知寿子 平25. 7. 1 薬局
     麻薬111 川崎市麻生区百合丘１－１８－１常　勤:    2ド　代表取締役　鈴木 新規 現存
     ５百合サロン１Ｆ (薬       2)　知寿子 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2046568,112.7 カワチ薬局　はるひ野〒215-0036 044-981-6090株式会社カワチ薬品　島田　玲奈 平25. 9. 1 薬局
     麻薬112 店 川崎市麻生区はるひ野４－２－１常　勤:    1代表取締役　河内　伸 新規 現存
     (薬       1)二 平25. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2047260,008.8 有限会社宮之前薬局 〒252-0143 042-772-2037有限会社宮之前薬局　古藤　いつみ 昭32.10. 1 薬局
     相薬8 相模原市緑区橋本６－４１－１３常　勤:    1代表取締役　古藤　い 現存
     (薬       1)つみ 平23.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2048260,122.7 有限会社　みどり薬局〒252-0143 042-773-5485有限会社　みどり薬局山本　恵美子 昭55. 1. 1 薬局
     相薬122 相模原市緑区橋本５－６－１９ 常　勤:    1　代表取締役　山本　 現存
     (薬       1)哲朗 平22. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2049260,145.8 原田薬局 〒252-0134 042-762-7445原田　勉 原田　薫 昭56. 5. 1 薬局
     相薬145 相模原市緑区下九沢１７４４－９常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2050260,162.3 紫雲薬局 〒252-0143 042-771-8783島田　清文 島田　清文 昭58. 5. 1 薬局
     相薬162 相模原市緑区橋本５－３０－２ 常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平22. 5. 1
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 2051260,173.0 株式会社ヤマグチ薬局〒252-0141 042-774-6081株式会社ヤマグチ薬局金子　美和子 昭59. 9. 1 薬局
     相薬173 相原店 相模原市緑区相原５－１－２ 常　勤:    1　代表取締役　山口　 現存
     (薬       1)重雄 平23. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2052260,184.7 ヤマグチ薬局二本松店〒252-0137 042-774-7278株式会社ヤマグチ薬局正木　朋子 平24.10. 1 薬局
     相薬184 相模原市緑区二本松１－３－９ 常　勤:    1　代表取締役　山口　 移動 現存
     (薬       1)重雄 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2053260,249.8 有限会社橋本調剤薬局〒252-0143 042-773-9400有限会社橋本調剤薬局小泉　和子 平 5. 9. 1 薬局
     相薬249 相模原市緑区橋本６－３１－２ 常　勤:    2　代表取締役　古藤　 移動 現存
     (薬       2)元栄 平23. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2054260,252.2 薬苑　橋本薬局 〒252-0143 042-774-4661有限会社　ケイ・アイ小嶋　和美 平18. 9. 1 薬局
     相薬252 相模原市緑区橋本３－１５－２ダ常　勤:    1・ディー　取締役　五 移動 現存
     イアパレスステーションプラザ橋(薬       1)十嵐　惠美子 平24. 9. 1
     本１０１ 非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2055260,269.6 サフラン薬局 〒252-0143 042-774-1790株式会社　旭光　代表坂東　亮二 平20. 7.17 薬局
     相薬269 相模原市緑区橋本１－２１－６ 常　勤:    1取締役　坂東　亮二 移動 現存
     (薬       1) 平26. 7.17
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2056264,004.3 オレンジ薬局橋本店 〒252-0143 042-703-7953株式会社リバーサル　石山　茂弥 平26. 1. 1 薬局
     相薬4004 相模原市緑区橋本４－１１－３１常　勤:    1代表取締役　岡田　一 交代 現存
     サンタモニカ橋本１０３ (薬       1)平 平26. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2057264,005.0 ヤマグチ薬局橋本７丁〒252-0143 042-700-6322株式会社ヤマグチ薬局増井　昌子 平26. 3. 1 薬局
     相薬4005 目店 相模原市緑区橋本７－４－２１ 常　勤:    1　代表取締役　山口　 新規 現存
     (薬       1)重雄 平26. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2058264,011.8 くろーばー薬局 〒252-0159 042-780-8525有限会社恵産業　代表岡田　裕司 平26. 5. 1 薬局
     相薬4011 相模原市緑区三ケ木３１６－４ 常　勤:    3取締役　岡田　裕司 新規 現存
     (薬       3) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2059264,013.4 たから薬局城山店 〒252-0111 042-851-2206株式会社トレジャー　小峰　理江 平26. 8. 1 薬局
     相薬4013 相模原市緑区川尻１４２３－１ 常　勤:    1代表取締役　田中　幹 新規 現存
     (薬       1)雄 平26. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2060268,292.0 相原薬局 〒252-0141 042-779-9173株式会社東戸塚調剤薬田畑　涼 平 8.10.15 薬局
     相薬292 相模原市緑区相原５－１３－２ 常　勤:    4局　代表取締役　 野 新規 現存
     (薬       4)　さやか 平23.10.15
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2061268,313.4 かめい薬局　相原台店〒252-0141 042-779-1167有限会社　かめい薬局亀井　保之 平23. 1.21 薬局
     相薬313 相模原市緑区相原２－１２－１０常　勤:    1　代表取締役　亀井　 移動 現存
     (薬       1)保之 平23. 1.21
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2062268,347.2 ヤマグチ薬局　橋本３〒252-0143 042-770-9122株式会社　ヤマグチ薬金子　博徳 平11. 9. 1 薬局
     相薬347 丁目店 相模原市緑区橋本３－１９－２０常　勤:    3局　代表取締役　山口 新規 現存
     ＮＢＫビル１Ｆ (薬       3)　重雄 平23. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2063268,350.6 すずらん薬局　橋本駅〒252-0143 042-770-9881株式会社　ティーアン薄井　香 平22. 8. 1 薬局
     相薬350 前店 相模原市緑区橋本６－５－１０　常　勤:    3ドエス　代表取締役　 移動 現存
     中屋第２ビル　１Ｆ－Ｂ (薬       3)堀江　富夫 平22. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2064268,380.3 ヤマグチ薬局本店 〒252-0143 042-700-3777株式会社　ヤマグチ薬門田　一美 平12.10. 1 薬局
     相薬380 相模原市緑区橋本２－９－６ 常　勤:    2局　代表取締役　山口 新規 現存
     (薬       2)　重雄 平24.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2065268,385.2 橋本ひかり薬局 〒252-0143 042-700-3818有限会社　薬健　代表吉田　政弘 平12.11.15 薬局
     相薬385 相模原市緑区橋本２－４－４ 常　勤:    2取締役　池田　光陽 新規 現存
     (薬       2) 平24.11.15
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2066268,386.0 宮之前薬局駅前店 〒252-0143 042-700-2817有限会社　宮之前薬局秋山　恵美子 平12.11.15 薬局
     相薬386 相模原市緑区橋本６－２－３ 常　勤:    2　代表取締役　古藤　 新規 現存
     (薬       2)いつみ 平24.11.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2067268,400.9 かみや薬局 〒252-0135 042-761-3288有限会社　かみや薬局井上　則子 平13. 5.14 薬局
     相薬400 相模原市緑区大島１２９５－４ 常　勤:    2　代表取締役　井上　 組織変更 現存
     (薬       2)一男 平25. 5.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2068268,407.4 薬局アクアファーマシ〒252-0143 042-700-7560株式会社　中屋薬局　芳賀　洋之 平13.11.15 薬局
     相薬407 ー 相模原市緑区橋本３－２８－１ミ常　勤:    5代表取締役　池嶋　謙 新規 現存
     ウィ橋本１Ｆ (薬       5) 平25.11.15
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2069268,408.2 ヤマグチ薬局西橋本店〒252-0131 042-700-2223株式会社　ヤマグチ薬竹内　伸一 平13.12. 1 薬局
     相薬408 相模原市緑区西橋本２－１－８ 常　勤:    1局　代表取締役　山口 新規 現存
     (薬       1)　重雄 平25.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2070268,434.8 森のくまさん薬局 〒252-0131 042-770-7770株式会社カインズ　代熊谷　ゆかり 平15.11.15 薬局
     相薬434 相模原市緑区西橋本５－１－１ 常　勤:    7表取締役　門倉　光重 新規 現存
     (薬       7) 平21.11.15
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2071268,437.1 フロンティア薬局橋本〒252-0136 042-760-1037株式会社フロンティア藤澤　文 平16. 2. 1 薬局
     相薬437 店 相模原市緑区上九沢４市営上九沢常　勤:    2　代表取締役　重森　 新規 現存
     団地Ⅰ棟１Ｆ (薬       2)裕之 平22. 2. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2072268,439.7 くるみ薬局 〒252-0131 042-771-6609有限会社ベア　代表取熊澤　秀行 平16. 4. 1 薬局
     相薬439 相模原市緑区西橋本４－８－３７常　勤:    3締役　熊澤　秀行 新規 現存
     (薬       3) 平22. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2073268,448.8 東橋本薬局 〒252-0144 042-733-2714有限会社チアプランニ斎藤　澄恵 平16.11. 1 薬局
     相薬448 相模原市緑区東橋本２－１９－９常　勤:    2ング　代表取締役　斎 新規 現存
     (薬       2)藤　澄恵 平22.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2074268,451.2 プライム薬局橋本駅前〒252-0143 042-775-6453株式会社プライム　代赤山　純子 平17. 1. 1 薬局
     相薬451 店 相模原市緑区橋本３－１４－１マ常　勤:    3表取締役　高西　正博 新規 現存
     イランドⅡ橋本メディカルビル１(薬       3) 平23. 1. 1
     Ｆ 非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2075268,459.5 ヤマグチ薬局　東橋本〒252-0144 042-700-0523株式会社ヤマグチ薬局伊藤　猛 平17.10. 1 薬局
     相薬459 店 相模原市緑区東橋本１－５－１４常　勤:    1　代表取締役　山口　 交代 現存
     (薬       1)重雄 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2076268,465.2 有限会社橋本薬局 〒252-0172 042-685-1331（有）橋本薬局　代表橋本　敬子 平18. 3.20 薬局
     相薬465 相模原市緑区与瀬本町１２ 常　勤:    3取締役　橋本　和道 その他 現存
     (薬       3) 平24. 3.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2077268,466.0 コスモス薬局 〒252-0153 042-780-7082浦川　美恵子 浦川　美恵子 平18. 3.20 薬局
     相薬466 相模原市緑区根小屋１５５０－３常　勤:    2 その他 現存
     (薬       2) 平24. 3.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2078268,467.8 みどり調剤薬局 〒252-0159 042-784-8511株式会社　悠産業　代田辺　修一 平23. 9.18 薬局
     相薬467 相模原市緑区三ケ木２６５－１ 常　勤:    5表取締役　塩加井　康 移動 現存
     (薬       5) 平23. 9.18
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2079268,470.2 つくいメロン薬局 〒252-0157 042-780-6222株式会社　レンティッ柳田　将博 平18. 3.20 薬局
     相薬470 相模原市緑区中野２２２－２ 常　勤:    3ク中部　代表取締役　 その他 現存
     (薬       3)半場　裕康 平24. 3.20
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2080268,475.1 ヤマグチ薬局　北橋本〒252-0143 042-700-5520株式会社　ヤマグチ薬佐藤　若菜 平18. 4.15 薬局
     相薬475 店 相模原市緑区橋本６－２６－１４常　勤:    1局　代表取締役　山口 新規 現存
     メゾングランデ１－Ａ (薬       1)　重雄 平24. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2081268,489.2 ヤマグチ薬局　橋本４〒252-0143 042-700-2038株式会社　ヤマグチ薬横田　裕也 平19. 3. 1 薬局
     相薬489 丁目店 相模原市緑区橋本４－１８－１３常　勤:    4局　代表取締役　山口 新規 現存
     　ヴィラベルヴュー１０１ (薬       4)　重雄 平25. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2082268,491.8 のざき薬局 〒252-0184 042-687-5115有限会社　のざき薬局野崎　喜代美 平19. 3.11 薬局
     相薬491 相模原市緑区小渕１７０７ 常　勤:    2　代表取締役　野崎　 その他 現存
     (薬       2)光宏 平25. 3.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2083268,494.2 くすりのいずみ 〒252-0101 042-782-8170有限会社代沢薬局　代亀山　茂登子 平19. 3.11 薬局
     相薬494 相模原市緑区町屋１－２０－２１常　勤:    1表取締役　亀山　信雄 その他 現存
     (薬       1) 平25. 3.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2084268,498.3 ヤマグチ薬局　城山店〒252-0105 042-782-2028株式会社　ヤマグチ薬前原　実 平19. 3.11 薬局
     相薬498 相模原市緑区久保沢２－３－２２常　勤:    2局　代表取締役　山口 その他 現存
     (薬       2)　重雄 平25. 3.11
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2085268,499.1 ヤマグチ薬局　原宿店〒252-0102 042-783-5255株式会社　ヤマグチ薬櫻井　真希子 平21. 5.26 薬局
     相薬499 相模原市緑区原宿５－１－１１ 常　勤:    4局　代表取締役　山口 移動 現存
     (薬       4)　重雄 平21. 5.26
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2086268,500.6 ヤマグチ薬局原宿南店〒252-0103 042-783-7788株式会社ヤマグチ薬局吉川　茉莉 平19. 3.11 薬局
     相薬500 相模原市緑区原宿南２－１３－７常　勤:    1　代表取締役　山口　 その他 現存
     (薬       1)重雄 平25. 3.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2087268,501.4 まごころ薬局　城山店〒252-0102 042-783-0990有限会社　ハートメデ土谷　俊介 平19. 3.11 薬局
     相薬501 相模原市緑区原宿３－９－１０ 常　勤:    1ィカル　代表取締役　 その他 現存
     (薬       1)宇多　洋一 平25. 3.11
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2088268,511.3 ヤマグチ薬局　下九沢〒252-0134 042-764-5551株式会社　ヤマグチ薬梅田　悦子 平20. 4.15 薬局
     相薬511 店 相模原市緑区下九沢１９１２－１常　勤:    2局　代表取締役　山口 新規 現存
     －Ｂ (薬       2)　重雄 平26. 4.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2089268,519.6 ヤマグチ薬局東橋本２〒252-0144 042-700-1132株式会社　ヤマグチ薬 川　雅司 平20. 9. 1 薬局
     相薬519 号店 相模原市緑区東橋本３－１－５ 常　勤:    1局　代表取締役　山口 新規 現存
     (薬       1)　重雄 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2090268,542.8 あけぼの薬局　橋本店〒252-0143 042-700-2772株式会社　あけぼの　松永　裕理 平21. 8. 1 薬局
     相薬542 相模原市緑区橋本６－２０－１ 常　勤:    3代表取締役　鈴木　孝 交代 現存
     (薬       3)雄 平21. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2091268,551.9 たから薬局　相模原店〒252-0135 042-713-3440株式会社　トレジャー野崎　さおり 平21.11. 1 薬局
     相薬551 相模原市緑区大島８６６－３ 常　勤:    2　代表取締役　田中　 新規 現存
     (薬       2)幹雄 平21.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2092268,560.0 さくら薬局　津久井店〒252-0157 042-784-6355クラフト株式会社　代荻原　純奈 平22. 4. 1 薬局
     相薬560 相模原市緑区中野２６７－１０ 常　勤:    4表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     (薬       4) 平22. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2093268,569.1 ヤマグチ薬局　津久井〒252-0157 042-780-5550株式会社ヤマグチ薬局浮田　裕子 平23. 3. 1 薬局
     相薬569 中野店 相模原市緑区中野２１８－８　ヤ常　勤:    2　代表取締役　山口　 新規 現存
     マニ津久井ビル１Ｆ (薬       2)重雄 平23. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2094268,575.8 イオン薬局橋本店 〒252-0143 042-771-8838イオンリテール株式会宇津　大蔵 平23. 3. 1 薬局
     相薬575 相模原市緑区橋本６－２－１ 常　勤:    4社　代表取締役　梅本 交代 現存
     (薬       4)　和典 平23. 3. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2095268,581.6 ぞうさん薬局　原宿南〒252-0103 042-851-2773日本機材販売株式会社佐藤　加奈子 平23.12. 1 薬局
     相薬581 店 相模原市緑区原宿南１－９－１ 常　勤:    2　代表取締役　澤山　 新規 現存
     (薬       2)忠 平23.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2096268,599.8 わかば薬局　相模原緑〒252-0135 042-764-6826株式会社わかば　代表村上　玄器 平24.12. 1 薬局
     相薬599 店 相模原市緑区大島１５８６－１ 常　勤:    4取締役　杉本　年光 新規 現存
     (薬       4) 平24.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2097268,601.2 加藤薬局橋本店 〒252-0134 042-713-3160株式会社加藤　代表取江富　貴志 平25. 2. 1 薬局
     相薬601 相模原市緑区下九沢１７７９－１常　勤:    1締役　加藤　耕次 新規 現存
     (薬       1) 平25. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2098268,610.3 相模原北メディカル調〒252-0131 042-779-7250公益社団法人相模原市大田　真理 平25. 4. 1 薬局
     相薬610 剤薬局 相模原市緑区西橋本５－３－２１常　勤:    1薬剤師会　会長　小川 新規 現存
     (薬       1)　護 平25. 4. 1
     非常勤:   77
     (薬      77)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2099268,612.9 さくら薬局　相模原橋〒252-0143 042-779-9381クラフト株式会社　代加藤　小夜 平25. 4. 1 薬局
     相薬612 本店 相模原市緑区橋本３－１１－５ 常　勤:    1表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     (薬       1) 平25. 4. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2100268,621.0 ヤマグチ薬局橋本８丁〒252-0143 042-771-2281株式会社ヤマグチ薬局澤田　隆稔 平25. 9. 1 薬局
     相薬621 目店 相模原市緑区橋本８－２－１ 常　勤:    1　代表取締役　山口　 新規 現存
     (薬       1)重雄 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2101260,004.7 大星堂薬局 〒252-0243 042-762-0006有限会社大星堂薬局　菅野　槇子 昭32.10. 1 薬局
     相薬4 相模原市中央区上溝５－１－２２常　勤:    3代表取締役　菅野　槇 現存
     (薬       3)子 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2102260,074.0 誠心堂薬局 〒252-0238 042-752-0417奥村　光弘 奥村　衣子 昭49.12.15 薬局
     相薬74 相模原市中央区星が丘１－１７－常　勤:    1 現存
     ７ (薬       1) 平22.12.15
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 2103260,081.5 おりーぶ薬局 〒252-0216 042-754-7379野間　孝子 野間　孝子 昭50. 4. 1 薬局
     相薬81 相模原市中央区清新２－１０－１常　勤:    1 現存
     ０ (薬       1) 平23. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2104260,091.4 東聖薬局　相模原店 〒252-0236 042-757-2395株式会社　瑞笑　代表大村　充 平11. 5. 6 薬局
     相薬91 相模原市中央区富士見６－４－１常　勤:   14取締役　南　和彦 移動 現存
     ５ (薬      14) 平23. 5. 6
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2105260,115.1 有限会社ヤサカ薬局 〒252-0231 042-754-9874有限会社ヤサカ薬局　本井　弥栄子 昭54. 6.15 薬局
     相薬115 相模原市中央区相模原１－７－５常　勤:    1代表取締役　本井　弥 現存
     (薬       1)栄子 平24. 6.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2106260,121.9 有限会社　みどり薬局〒252-0227 042-758-5285有限会社　みどり薬局圓谷　寛 昭59. 1. 1 薬局
     相薬121 光ケ丘店 相模原市中央区光が丘３－７－４常　勤:    3　代表取締役　山本　 現存
     (薬       3)哲朗 平22. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2107260,123.5 スグロ薬局 〒252-0232 042-755-2442勝呂　恭仁子 勝呂　恭仁子 平11.10.28 薬局
     相薬123 相模原市中央区矢部３－１８－３常　勤:    2 移動 現存
     ５ (薬       2) 平23.10.28
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2108260,126.8 ハニー薬局 〒252-0241 042-758-5725井上　保子 井上　保子 昭55. 5. 1 薬局
     相薬126 相模原市中央区横山台１－１－１常　勤:    1 現存
     ８ (薬       1) 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2109260,158.1 有限会社高橋薬局　西〒252-0231 042-758-0114（有）高橋薬局　代表高橋　喜久雄 昭57.11. 1 薬局
     相薬158 門仲通り店 相模原市中央区相模原６－１８－常　勤:    2取締役　高橋　喜久雄 現存
     １３ (薬       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2110260,164.9 株式会社ヤマグチ薬局〒252-0253 042-774-5113株式会社ヤマグチ薬局岩佐　美香 平13. 2. 5 薬局
     相薬164 南橋本店 相模原市中央区南橋本１－４－５常　勤:    1　代表取締役　山口　 移動 現存
     (薬       1)重雄 平25. 2. 5
     非常勤:    4
     (薬       4)
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 2111260,168.0 カナザワ薬局 〒252-0226 042-755-0389有限会社カナザワ調剤伊東　幸洋 昭59. 1. 9 薬局
     相薬168 相模原市中央区陽光台２－３－５常　勤:    1薬局　代表取締役　金 現存
     (薬       1)澤　里美 平23. 1. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2112260,169.8 カナザワ調剤薬局 〒252-0237 042-757-3968有限会社カナザワ調剤長尾　由美子 昭59. 1. 9 薬局
     相薬169 相模原市中央区千代田７－９－１常　勤:    1薬局　代表取締役　金 現存
     ２ (薬       1)澤　里美 平23. 1. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2113260,170.6 カナザワ調剤薬局相模〒252-0231 042-758-7388有限会社カナザワ調剤小林　要 昭59. 1. 9 薬局
     相薬170 原店 相模原市中央区相模原３－８－８常　勤:    5薬局　代表取締役　金 現存
     (薬       5)澤　里美 平23. 1. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2114260,198.7 大野薬局陽光台店 〒252-0226 042-759-3227株式会社大野薬局　代大野　秀利 昭62. 8.15 薬局
     相薬198 相模原市中央区陽光台４－３６－常　勤:    1表取締役　大野　秀利 現存
     １２ (薬       1) 平23. 8.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2115260,200.1 第一薬局 〒252-0243 042-762-0309有限会社大星堂薬局　菅野　宏一 昭62.10. 1 薬局
     相薬200 相模原市中央区上溝５－３－１３常　勤:    1代表取締役　菅野　槇 現存
     (薬       1)子 平23.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2116260,202.7 カナザワ調剤薬局千代〒252-0237 042-757-4288有限会社カナザワ調剤丸山　誠一郎 昭63. 1. 1 薬局
     相薬202 田店 相模原市中央区千代田６－１－４常　勤:    1薬局　代表取締役　金 現存
     相模原富士幸ビル１Ｆ (薬       1)澤　里美 平24. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2117260,208.4 太陽堂薬局 〒252-0231 042-752-8588有限会社太陽堂薬局　神原　大輔 平14. 6.21 薬局
     相薬208 相模原市中央区相模原１－２－１常　勤:    1代表取締役　神原　秀 移動 現存
     (薬       1)雄 平26. 6.21
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2118260,212.6 ヤマシタ薬局 〒252-0239 042-751-8080有限会社ヤマシタ薬局山下　耕司 平元. 9.15 薬局
     相薬212 相模原市中央区中央３－７－２ 常　勤:    1　代表取締役　山下　 現存
     (薬       1)耕司 平22. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2119260,223.3 由野台薬局 〒252-0222 042-776-8781有限会社相薬　代表取小川　護 平 2.10. 1 薬局
     相薬223 相模原市中央区由野台１－２３－常　勤:    1締役　小川　護 現存
     ８ (薬       1) 平23.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2120260,232.4 さがみ野ファーマシー〒252-0232 042-755-4300有限会社さがみ野ファ北薗　啓輔 平 4. 2. 1 薬局
     相薬232 相模原市中央区矢部３－４－６ 常　勤:    1ーマシー　代表取締役 現存
     (薬       1)　北薗　啓輔 平22. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2121260,236.5 株式会社ヤマグチ薬局〒252-0233 042-757-8789株式会社ヤマグチ薬局天野　登貴子 平 4. 5. 1 薬局
     相薬236 鹿沼台店 相模原市中央区鹿沼台２－１８－常　勤:    2　代表取締役　山口　 現存
     ２ (薬       2)重雄 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2122260,238.1 （有）中央薬局 〒252-0239 042-754-1157有限会社　中央薬局　松田　泰毅 平 4. 8. 1 薬局
     相薬238 相模原市中央区中央４－１２－３常　勤:    1代表取締役　土橋　学 現存
     (薬       1) 平22. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2123260,241.5 すずらん薬局 〒252-0231 042-759-3761株式会社ティーアンド黒柳　千代子 平12.10.16 薬局
     相薬241 相模原市中央区相模原１－２－５常　勤:    2エス　代表取締役　堀 移動 現存
     好月堂ビル１０２ (薬       2)江　富夫 平24.10.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2124260,248.0 共和薬局 〒252-0234 042-751-6361有限会社相薬　代表取小野　裕子 平 5. 9. 1 薬局
     相薬248 相模原市中央区共和１－６－３０常　勤:    1締役　小川　護 新規 現存
     (薬       1) 平23. 9. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2125260,250.6 八仙堂薬局 〒252-0242 042-750-2593株式会社　三五　代表竹花　洋史 平 5.11.15 薬局
     相薬250 相模原市中央区横山２－３－１５常　勤:    2取締役　竹花　洋史 新規 現存
     (薬       2) 平11.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2126260,251.4 コスモ薬局 〒252-0213 042-751-5651（有）コスモファルマ渡邉　元嗣 平 6. 2.15 薬局
     相薬251 相模原市中央区すすきの町３６－常　勤:    2　代表取締役　渡邉　 新規 現存
     ２５ (薬       2)元嗣 平24. 2.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2127260,253.0 矢部薬局 〒252-0232 042-768-3301有限会社相薬　代表取薄井　達也 平15.10. 1 薬局
     相薬253 相模原市中央区矢部２－２９－１常　勤:    1締役　小川　護 移動 現存
     ２ (薬       1) 平21.10. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2128260,256.3 調剤薬局　ケーエム 〒252-0203 042-776-0351有限会社ケーエム　代白井　賢治 平 6. 5. 1 薬局
     相薬256 相模原市中央区東淵野辺２－１－常　勤:    1表取締役　牧野　まゆ 新規 現存
     １－１０４ (薬       1)み 平24. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2129260,265.4 渕野辺薬局 〒252-0233 042-751-3795株式会社　メディサポ堀内　みどり 平 7. 3. 1 薬局
     相薬265 相模原市中央区鹿沼台２－１０－常　勤:    2ート　代表取締役社長 新規 現存
     １５第２ＳＫビル１Ｆ－１号室 (薬       2)　古谷　嘉弘 平22. 3. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2130264,006.8 ゼネラル薬局　相模原〒252-0231 042-704-8167株式会社ゼネラル・フ蓮池　直輝 平26. 3. 1 薬局
     相薬4006 店 相模原市中央区相模原４－６－１常　勤:    1ァーマシー　代表取締 新規 現存
     １ (薬       1)役　蓮池　直輝 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2131264,008.4 めぐみ薬局上溝店 〒252-0243 042-785-2795有限会社あおいメディ柴田　玲子 平26. 4. 1 薬局
     相薬4008 相模原市中央区上溝字四号３９５常　勤:    2カル　代表取締役　並 新規 現存
     ６－１ (薬       2)木　夢太 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2132264,015.9 ウエルシア薬局相模原〒252-0244 042-760-7070ウエルシア薬局株式会小野　博史 平26. 9. 1 薬局
     相薬4015 田名店 相模原市中央区田名４７５７ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2133268,280.5 かもめ薬局 〒252-0244 042-760-1801トライアドジャパン株内山　碧 平 8. 2. 1 薬局
     相薬280 相模原市中央区田名４４２３－５常　勤:    4式会社　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       4)竹内　尚子 平23. 2. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2134268,287.0 あずま調剤薬局 〒252-0206 042-758-8901田中　真理子 田中　真理子 平 8. 6. 1 薬局
     相薬287 相模原市中央区渕野辺４－３４－常　勤:    1 新規 現存
     ５ (薬       1) 平23. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2135268,289.6 ぞうさん薬局 〒252-0239 042-751-8778日本機材販売　株式会正村　祥二 平18.11.21 薬局
     相薬289 相模原市中央区中央６－５－１２常　勤:    2社　代表取締役　澤山 移動 現存
     (薬       2)　忠 平24.11.21
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2136268,300.1 相薬よこやま薬局 〒252-0242 042-757-3666有限会社　相薬　代表原島　匠美 平 9. 3. 1 薬局
     相薬300 相模原市中央区横山３－１６－２常　勤:    1取締役　小川　護 新規 現存
     林ビル１Ｆ (薬       1) 平24. 3. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2137268,301.9 柴胡会ちゅうおう薬局〒252-0239 042-768-1771有限会社　柴胡会　代澤井　淳 平17.11. 1 薬局
     相薬301 相模原市中央区中央６－９－２２常　勤:    4表取締役　河野　和宏 移動 現存
     (薬       4) 平23.11. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2138268,307.6 田名北薬局 〒252-0244 042-760-8160有限会社　つばさ　代風張　治一 平 9. 8.15 薬局
     相薬307 相模原市中央区田名１８６９－１常　勤:    4表取締役　風張　治一 新規 現存
     (薬       4) 平24. 8.15
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2139268,308.4 渕野辺ゾウサン薬局 〒252-0206 042-750-1712日本機材販売（株）　落合　唯成 平 9. 8.15 薬局
     相薬308 相模原市中央区渕野辺３－１７－常　勤:    1代表取締役　澤山　忠 新規 現存
     ７ (薬       1) 平24. 8.15
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2140268,315.9 あらい薬局　渕野辺店〒252-0234 042-786-4655有限会社　アルファー新井　利男 平 9.12. 1 薬局
     相薬315 相模原市中央区共和１－３－４０常　勤:    1　代表取締役　新井　 新規 現存
     エステート共和１階　Ｂ号室 (薬       1)利男 平21.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2141268,322.5 日本調剤　相模原薬局〒252-0231 042-751-9429日本調剤薬局株式会社堂本　正典 平10. 7.15 薬局
     相薬322 相模原市中央区相模原４－１－２常　勤:    9　代表取締役　三津原 新規 現存
     ０アルファビル１階 (薬       9)　博 平22. 7.15
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2142268,334.0 エムシー薬局　渕野辺〒252-0206 042-769-1461株式会社　エムシーコ越田　裕恵 平11. 3.15 薬局
     相薬334 店 相模原市中央区渕野辺３－３－６常　勤:    6ーポレーション　代表 新規 現存
     第５ＳＫビル１階Ａ (薬       6)取締役　新村　理恵子 平23. 3.15
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2143268,337.3 横田薬局 〒252-0206 042-758-8281横田薬店株式会社　代横田　正作 平11. 4.15 薬局
     相薬337 相模原市中央区渕野辺３－９－１常　勤:    1表取締役　横田　公剛 新規 現存
     ７－１０１ (薬       1) 平23. 4.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2144268,338.1 光が丘調剤薬局 〒252-0227 042-776-6656桜井　優子 東口　伸子 平11. 4.15 薬局
     相薬338 相模原市中央区光が丘２－１－１常　勤:    1 新規 現存
     ２ (薬       1) 平23. 4.15
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2145268,339.9 すみれ薬局 〒252-0242 042-751-6150有限会社　テイ・オウ間瀬　康男 平11. 5. 1 薬局
     相薬339 相模原市中央区横山３－２０－１常　勤:    1・アイ　代表取締役　 新規 現存
     ６ (薬       1)今野　篤 平23. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2146268,346.4 エムシー薬局　矢部店〒252-0206 042-768-8407株式会社　エムシーコ小川　裕一 平11. 9. 1 薬局
     相薬346 相模原市中央区渕野辺１－１－１常　勤:    2ーポレーション　代表 新規 現存
     １ (薬       2)取締役　新村　理恵子 平23. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2147268,352.2 ばんだ薬局 〒252-0243 042-764-2226ジャパンメディカル株橋本　知典 平11.10.15 薬局
     相薬352 相模原市中央区上溝２１８０－２常　勤:    2式会社　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)谷本　聖志 平23.10.15
     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

［平成26年11月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成26年11月 4日作成   291 頁

 2148268,353.0 薬樹薬局　矢部 〒252-0206 042-730-4621薬樹株式会社　代表取脇　雄一 平11.11. 1 薬局
     相薬353 相模原市中央区渕野辺１－２－３常　勤:    2締役　小森　雄太 新規 現存
     １デルフィー矢部１Ｆ (薬       2) 平23.11. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2149268,355.5 こあら薬局 〒252-0206 042-753-1044株式会社　わかば　代八尋　香愛 平11.12. 1 薬局
     相薬355 相模原市中央区淵野辺１－１－２常　勤:    1表取締役　杉本　年光 新規 現存
     (薬       1) 平23.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2150268,356.3 有限会社みどり薬局矢〒252-0206 042-786-2247有限会社みどり薬局　山本　真吾 平16. 3.15 薬局
     相薬356 部店 相模原市中央区淵野辺１－１－４常　勤:    2代表取締役　山本　哲 移動 現存
     (薬       2)朗 平22. 3.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2151268,359.7 メープル薬局 〒252-0233 042-730-5322有限会社　さくら薬品岡﨑　彩織 平12. 3. 1 薬局
     相薬359 相模原市中央区鹿沼台１－７－７常　勤:    2　代表取締役　福島　 新規 現存
     ＳＳビル１Ｆ (薬       2)敏 平24. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2152268,365.4 相模原中央メディカル〒252-0236 042-756-1015公益社団法人相模原市山本　敦美 平12. 4. 1 薬局
     相薬365 調剤薬局 相模原市中央区富士見６－１－１常　勤:    1薬剤師会　会長　小川 新規 現存
     (薬       1)　護 平24. 4. 1
     非常勤:   80
     (薬      80)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2153268,374.6 相模原調剤薬局 〒252-0231 042-756-1966株式会社　クリエイト竹川　亮 平12. 6. 1 薬局
     相薬374 相模原市中央区相模原５－８－２常　勤:    3エス・ディー　代表取 組織変更 現存
     (薬       3)締役　廣瀨　泰三 平24. 6. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2154268,375.3 株式会社　寿司儀商事〒252-0231 042-752-8436株式会社　寿司儀商事佐藤　和美 平12. 7. 1 薬局
     相薬375 　佐藤薬局 相模原市中央区相模原４－１－２常　勤:    1　代表取締役　佐藤　 新規 現存
     １ (薬       1)肇 平24. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2155268,399.3 あきほ薬局 〒252-0202 042-759-1137有限会社　メディエス下坂　喜三二 平14.10.17 薬局
     相薬399 相模原市中央区淵野辺本町２－１常　勤:    1ト　代表取締役　福岡 移動 現存
     ６－２ (薬       1)　佳子 平26.10.17
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2156268,406.6 下九沢薬局 〒252-0254 042-700-3150株式会社　大和桜ケ丘松坂　章子 平13. 9.15 薬局
     相薬406 相模原市中央区下九沢６６－１ 常　勤:    4薬局　代表取締役　中 新規 現存
     (薬       4)山　邦 平25. 9.15
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2157268,413.2 すずらん薬局矢部店 〒252-0232 042-730-5177株式会社　ティーアン井口　和代 平18.11.15 薬局
     相薬413 相模原市中央区矢部３－１－１０常　勤:    2ドエス　代表取締役　 移動 現存
     (薬       2)堀江　富夫 平24.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2158268,414.0 とく薬局 〒252-0237 042-757-7477株式会社　栄王　代表淺田　桂子 平14. 6.15 薬局
     相薬414 相模原市中央区千代田６－３－２常　勤:    2取締役　淺田　桂子 新規 現存
     ２ (薬       2) 平26. 6.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2159268,416.5 緑が丘薬局 〒252-0225 042-758-5437有限会社　ワラフィー波田野　尚美 平14. 7.15 薬局
     相薬416 相模原市中央区緑が丘２－２８－常　勤:    1　代表取締役　波田野 新規 現存
     １ (薬       1)　尚美 平26. 7.15
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2160268,419.9 ブルーム薬局上溝店 〒252-0243 042-764-2340株式会社　みのり　代細川　美智子 平14.11. 1 薬局
     相薬419 相模原市中央区上溝４－１４－６常　勤:    3表取締役　若林　稔 新規 現存
     (薬       3) 平26.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2161268,421.5 ヤマグチ薬局渕野辺店〒252-0206 042-786-7631株式会社　ヤマグチ薬山口　進 平14.12. 1 薬局
     相薬421 相模原市中央区淵野辺１－１０－常　勤:    2局　代表取締役　山口 新規 現存
     １３ライオンズマンション淵野辺(薬       2)　重雄 平20.12. 1
     １－１０１ 非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2162268,424.9 十番館薬局相模原店 〒252-0231 042-750-8808有限会社十番館薬局　石岡　智徳 平15. 4. 1 薬局
     相薬424 相模原市中央区相模原１－１－１常　勤:    2代表取締役　増田　光 新規 現存
     ９相模原イッツ２Ｆ (薬       2)信 平21. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2163268,428.0 上溝薬局 〒252-0243 042-759-7875有限会社つばさ　代表金井　隆明 平15. 7. 1 薬局
     相薬428 相模原市中央区上溝３１７５－１常　勤:    2取締役　風張　治一 新規 現存
     (薬       2) 平21. 7. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2164268,429.8 サンドラッグ　相模原〒252-0206 042-776-0478株式会社サンドラッグ古川　正樹 平22. 7.20 薬局
     相薬429 淵野辺薬局 相模原市中央区淵野辺１－１２－常　勤:    2ファーマシーズ　代表 移動 現存
     １６ (薬       2)取締役　落合　佳宏 平22. 7.20
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2165268,430.6 ことぶき薬局 〒252-0245 042-778-6860有限会社ことぶき薬局加藤　壽子 平15. 6.26 薬局
     相薬430 相模原市中央区田名塩田２－１６常　勤:    1　代表取締役　加藤　 組織変更 現存
     －３１ (薬       1)壽子 平21. 6.26
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2166268,431.4 オレンジ薬局　鹿沼台〒252-0233 042-757-1125有限会社ＯＦＦＩＣＥ佐藤　克哉 平25. 4.21 薬局
     相薬431 店 相模原市中央区鹿沼台２－２１－常　勤:    6　ＯＲＡＮＧＥ　代表 移動 現存
     １５竹内ビル１Ｆ (薬       6)取締役　佐藤　克哉 平25. 4.21
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2167268,432.2 あい薬局　南橋本店 〒252-0253 042-779-7361株式会社富士薬品　代奥村　隆宏 平15.11. 1 薬局
     相薬432 相模原市中央区南橋本１－１２－常　勤:    6表取締役　高柳　昌幸 新規 現存
     １４ (薬       6) 平21.11. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2168268,435.5 薬樹薬局　相模原 〒252-0231 042-768-8661薬樹株式会社　代表取宮川　礁 平15.12. 1 薬局
     相薬435 相模原市中央区相模原８－１－１常　勤:    1締役　小森　雄太 新規 現存
     プレステージさがみ夢大通り１Ｆ(薬       1) 平21.12. 1
     １０２ 非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 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

［平成26年11月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成26年11月 4日作成   294 頁

 2169268,436.3 鹿沼台薬局 〒252-0233 042-776-3035株式会社　メディサポ海老澤　藤枝 平16. 1.15 薬局
     相薬436 相模原市中央区鹿沼台２－１１－常　勤:    2ート　代表取締役社長 新規 現存
     ４ (薬       2)　古谷　嘉弘 平22. 1.15
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2170268,438.9 エムシー薬局矢渕店 〒252-0206 042-753-4119株式会社エムシーコポ二見　哲子 平16. 3. 1 薬局
     相薬438 相模原市中央区淵野辺３－１１－常　勤:    2レーション　代表取締 新規 現存
     １７エーワンビル１０２ (薬       2)役　新村　理恵子 平22. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2171268,452.0 本町薬局 〒252-0202 042-753-5446伸和株式会社　代表取大原　千佳 平17. 1.15 薬局
     相薬452 相模原市中央区淵野辺本町２－５常　勤:    1締役　米山　督則 新規 現存
     －１７ローレルハイツ１０１号 (薬       1) 平23. 1.15
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2172268,455.3 カナザワ調剤薬局相模〒252-0231 042-751-2186有限会社　カナザワ調園部　晃弘 平17. 5. 1 薬局
     相薬455 原駅前店 相模原市中央区相模原１－３－１常　勤:    3剤薬局　取締役　金澤 新規 現存
     ４ (薬       3)　里美 平23. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2173268,460.3 調剤薬局ツルハドラッ〒252-0233 042-786-1384株式会社リバース　代大久保　雄次 平17.11.15 薬局
     相薬460 グ淵野辺駅前店 相模原市中央区鹿沼台２－２１－常　勤:    1表取締役　石川　亨 新規 現存
     １ (薬       1) 平23.11.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2174268,462.9 ヤマグチ薬局　矢部店〒252-0206 042-730-3004株式会社ヤマグチ薬局澁谷　太一 平18. 2.15 薬局
     相薬462 相模原市中央区渕野辺１－２－３常　勤:    1　代表取締役　山口　 新規 現存
     ３ (薬       1)重雄 平24. 2.15
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2175268,471.0 すずらん西門薬局 〒252-0231 042-759-7577株式会社　ティーアン西村　貴 平18. 4. 1 薬局
     相薬471 相模原市中央区相模原４－１０－常　勤:    2ドエス　代表取締役　 新規 現存
     １１ (薬       2)堀江　富夫 平24. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2176268,474.4 矢部グリーン薬局 〒252-0206 042-758-7434村野調剤薬局　株式会福住　佳子 平18. 3.15 薬局
     相薬474 相模原市中央区渕野辺１－１－４常　勤:    2社　代表取締役　村野 交代 現存
     (薬       2)　光司 平24. 3.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2177268,476.9 みすず薬局 〒252-0242 042-768-8255有限会社　松涛　代表河村　佳世 平18. 8. 1 薬局
     相薬476 相模原市中央区横山４－２３－２常　勤:    1取締役　河村　佳世 新規 現存
     １ (薬       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2178268,484.3 かもめ薬局　なぎさ店〒252-0244 042-764-3390トライアドジャパン　野北　侑理恵 平18.11. 1 薬局
     相薬484 相模原市中央区田名４４２４－３常　勤:    2株式会社　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　竹内　尚子 平24.11. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2179268,505.5 渕野辺ゾウサン薬局　〒252-0233 042-703-8331日本機材販売　株式会白井　浩太郎 平19. 6. 1 薬局
     相薬505 南口店 相模原市中央区鹿沼台１－１５－常　勤:    1社　代表取締役　澤山 新規 現存
     １９サンウッド淵野辺１階 (薬       1)　忠 平25. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2180268,507.1 すこやか薬局 〒252-0239 042-730-4303株式会社　すこやか薬岡野　克樹 平19. 7. 1 薬局
     相薬507 相模原市中央区中央４－３－２３常　勤:    1局　代表取締役　岡野 組織変更 現存
     (薬       1)　克樹 平25. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2181268,509.7 ウエルシア薬局　相模〒252-0216 042-730-4235ウエルシア薬局株式会窪田　紀子 平19. 9. 1 薬局
     相薬509 原清新店 相模原市中央区清新８－３－１ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平25. 9. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2182268,512.1 三宝薬局　富士見店 〒252-0236 042-711-6422有限会社　三宝　代表飯田　智子 平20. 5. 1 薬局
     相薬512 相模原市中央区富士見５－１４－常　勤:    1取締役　中村　浩之 新規 現存
     １２エスポアールⅠ　１Ｆ (薬       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2183268,518.8 かもめ薬局　相模原中〒252-0237 042-750-7651トライアドジャパン　大河内　貴浩 平20. 9. 1 薬局
     相薬518 央店 相模原市中央区千代田１－４－３常　勤:    1株式会社　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　竹内　尚子 平26. 9. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2184268,522.0 ウエルシア薬局　相模〒252-0216 042-704-3733ウエルシア薬局株式会岩井　豊 平20.10. 1 薬局
     相薬522 原清新３丁目店 相模原市中央区清新３－３－５ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平26.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2185268,526.1 アレイ薬局 〒252-0225 042-751-1583合資会社　四季乃湯　関　雅子 平20.11. 1 薬局
     相薬526 相模原市中央区緑が丘１－２１－常　勤:    1代表社員　大和　正三 新規 現存
     １２ (薬       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2186268,535.2 たんぽぽ薬局 〒252-0238 042-757-9030株式会社　アストラル田所　由美子 平21. 4. 1 薬局
     相薬535 相模原市中央区星が丘４－２－６常　勤:    2　代表取締役　田所　 交代 現存
     ０星が丘オオヤビル２Ｆ (薬       2)由美子 平21. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2187268,545.1 ぞうさん薬局　青葉店〒252-0224 042-707-4851日本機材販売株式会社岡村　浩輝 平21. 9. 1 薬局
     相薬545 相模原市中央区青葉３－２４－１常　勤:    1　代表取締役　澤山　 新規 現存
     (薬       1)忠 平21. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2188268,547.7 ダリヤ南橋本薬局 〒252-0253 042-700-7155株式会社　ウィーズ　櫻井　宏樹 平21. 9. 1 薬局
     相薬547 相模原市中央区南橋本１－１７－常　勤:    2代表取締役　水村　卓 交代 現存
     １６ (薬       2)司 平21. 9. 1
     非常勤:   22
     (薬      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2189268,552.7 ヒロ薬局　相模原店 〒252-0231 042-730-5445株式会社ファーマみら村田　孝子 平21.10. 1 薬局
     相薬552 相模原市中央区相模原７－６－６常　勤:    2い　代表取締役　佃　 交代 現存
     (薬       2)敏之 平21.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2190268,561.8 薬局マツモトキヨシ　〒252-0226 042-757-3350株式会社　マツモトキ松崎　集 平22. 5. 1 薬局
     相薬561 相模原陽光台店 相模原市中央区陽光台３－１８－常　勤:    4ヨシ　代表取締役　松 新規 現存
     １７ (薬       4)本　清雄 平22. 5. 1
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 2191268,565.9 星が丘西薬局 〒252-0242 042-704-6722有限会社　トーク　代篠﨑　勝彦 平22. 8. 1 薬局
     相薬565 相模原市中央区横山３－３１－１常　勤:    1表取締役　小川　護 新規 現存
     ３エリオス１Ｆ (薬       1) 平22. 8. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2192268,567.5 スギ薬局　相模原下九〒252-0254 042-775-5955株式会社　スギ薬局　小暮　尭比古 平22.11. 1 薬局
     相薬567 沢店 相模原市中央区下九沢５７－１　常　勤:    1代表取締役　榊原　栄 新規 現存
     ヤオコー相模原下九沢店内 (薬       1)一 平22.11. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2193268,587.3 アイ相模原薬局 〒252-0231 042-759-7321アイ・エス・メディカ中井　真利子 平24. 5. 1 薬局
     相薬587 相模原市中央区相模原３－６－６常　勤:    7ル株式会社　代表取締 交代 現存
     (薬       7)役　松浦　伸之 平24. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2194268,588.1 田名薬局 〒252-0244 042-761-3865株式会社　田名薬局　安藤　和夫 平24. 4. 2 薬局
     相薬588 相模原市中央区田名５４４４－２常　勤:    2代表取締役　安藤　典 交代 現存
     ３ (薬       2)幸 平24. 4. 2
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2195268,591.5 ビリーブ薬局 〒252-0241 042-704-3688株式会社　ＳｏＲｕｎ藏五　洋 平24. 6. 1 薬局
     相薬591 相模原市中央区横山台２－５－１常　勤:    1　代表取締役　引地　 交代 現存
     (薬       1)有希 平24. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2196268,598.0 ヤマグチ薬局氷川店 〒252-0215 042-757-2773株式会社ヤマグチ薬局荒井　浩二 平24.10. 1 薬局
     相薬598 相模原市中央区氷川町９－１１ 常　勤:    2　代表取締役　山口　 交代 現存
     (薬       2)重雄 平24.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2197268,626.9 ミネ薬局　淵野辺店 〒252-0206 042-707-9223ミネ医薬品株式会社　菊地　桃子 平25.10. 1 薬局
     相薬626 相模原市中央区淵野辺３－２－１常　勤:    1代表取締役　鉢嶺　清 新規 現存
     ８ (薬       1) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2198260,005.4 株式会社大岡薬局 〒252-0303 042-742-2807株式会社大岡薬局　代大岡　元 平25. 4. 1 薬局
     相薬5 相模原市南区相模大野３－２－１常　勤:    3表取締役　大岡　元 移動 現存
     －１０３ (薬       3) 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2199260,036.9 大沼薬局 〒252-0344 042-743-3690沢谷　信子 沢谷　信子 平 4.11. 2 薬局
     相薬36 相模原市南区古淵３－２６－１２常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平22.11. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2200260,046.8 有限会社三橋薬局相武〒252-0324 0462-51-6333（有）クスリミツハシ三ッ橋　敬臣 平 5. 3.26 薬局
     相薬46 台店 相模原市南区相武台１－１７－７常　勤:    1　代表取締役　三ツ橋 移動 現存
     (薬       1)　敬臣 平23. 3.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2201260,053.4 ベル薬局 〒252-0331 042-752-1863谷原　好美 谷原　好美 昭46.12. 1 薬局
     相薬53 相模原市南区大野台１－２２－４常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平22.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2202260,075.7 みその薬局 〒252-0317 042-745-5289櫻井　優子 櫻井　優子 平13. 5.16 薬局
     相薬75 相模原市南区御園１－２－１４ 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平25. 5.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2203260,102.9 病院前薬局 〒252-0314 042-743-0353神奈川薬品株式会社　木村　知宏 昭53. 5.31 薬局
     相薬102 相模原市南区南台６－８－２０ 常　勤:    1代表取締役　太田　郁 現存
     (薬       1)夫 平23. 5.31
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2204260,116.9 （有）麻溝薬局 〒252-0335 042-778-1959有限会社　麻溝薬局　保坂　淑美 昭54. 8.15 薬局
     相薬116 相模原市南区下溝１０５７ 常　勤:    2代表取締役　山田　俊 現存
     (薬       2)子 平24. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2205260,119.3 サン薬局 〒252-0321 042-748-2682佐々木　正昭 佐々木　正昭 昭54.10.15 薬局
     相薬119 相模原市南区相模台３－１３－１常　勤:    1 現存
     ６ (薬       1) 平24.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2206260,155.7 東林間薬局西口店 〒252-0311 042-742-9117目黒　彰 目黒　彰 平21. 4.30 薬局
     相薬155 相模原市南区東林間５－１－７ 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平21. 4.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2207260,172.2 有限会社　わかば調剤〒252-0321 042-748-8347有限会社　わかば調剤坂本　芳 昭59. 7. 1 薬局
     相薬172 薬局 相模原市南区相模台２－１８－１常　勤:    3薬局　代表取締役　坂 現存
     １ (薬       3)本　芳 平23. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2208260,186.2 有限会社ひとみ薬局 〒252-0303 042-746-1862有限会社ひとみ薬局　篠田　美菜子 昭61. 7. 1 薬局
     相薬186 相模原市南区相模大野５－９－１常　勤:    2代表取締役　原　義之 現存
     ９ (薬       2) 平22. 7. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2209260,193.8 元気堂薬局 〒252-0313 042-749-3050有限会社元気堂　代表田村　達美 昭61.10. 1 薬局
     相薬193 相模原市南区松ケ枝町２５－６ 常　勤:    1取締役　田村　達美 現存
     (薬       1) 平22.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2210260,195.3 かながわ調剤薬局 〒252-0314 042-747-4311神奈川薬品株式会社　吉冨　亘 昭62. 1. 1 薬局
     相薬195 相模原市南区南台６－８－１７ 常　勤:    1代表取締役　太田　郁 現存
     (薬       1)夫 平23. 1. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2211260,197.9 大野薬局 〒252-0314 042-744-1116株式会社大野薬局　代大野　雅子 昭62. 7.15 薬局
     相薬197 相模原市南区南台６－９－１２ 常　勤:    1表取締役　大野　秀利 現存
     (薬       1) 平23. 7.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2212260,214.2 相模原南メディカル調〒252-0303 042-749-2166公益社団法人相模原市髙木　祐子 平元.11. 1 薬局
     相薬214 剤薬局 相模原市南区相模大野４－４－１常　勤:    1薬剤師会　会長　小川 現存
     (薬       1)　護 平22.11. 1
     非常勤:   77
     (薬      77)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2213260,215.9 トーザイ薬局 〒252-0334 042-742-8489有限会社トーザイ薬局鈴木　義之 平 2. 4.16 薬局
     相薬215 相模原市南区若松３－３３－１３常　勤:    1　代表取締役　鈴木　 現存
     (薬       1)義之 平23. 4.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2214260,242.3 一美薬局 〒252-0311 042-745-0410一美薬品株式会社　代水落　伊治 平 4.12.15 薬局
     相薬242 相模原市南区東林間４－１－１ 常　勤:    3表取締役　島田　繁美 現存
     (薬       3) 平22.12.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
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 2215260,247.2 株式会社ヤマグチ薬局〒252-0302 042-745-6005株式会社ヤマグチ薬局浅野　成美 平 5. 5. 1 薬局
     相薬247 　上鶴間店 相模原市南区上鶴間５－１６－１常　勤:    1　代表取締役　山口　 新規 現存
     ３ (薬       1)重雄 平23. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2216260,257.1 若松薬局 〒252-0334 042-740-3456株式会社トヨ・メディ印南　真由美 平25.12. 1 薬局
     相薬257 相模原市南区若松３－４８－１４常　勤:    5カルコーポレーション 移動 現存
     (薬       5)　代表取締役　上田　 平25.12. 1
     非常勤:    1とよみ
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2217260,261.3 株式会社ヤマグチ薬局〒252-0303 042-749-9688株式会社ヤマグチ薬局森田　みち子 平 6.10. 1 薬局
     相薬261 大野店 相模原市南区相模大野６－１３－常　勤:    1　代表取締役　山口　 新規 現存
     ３ (薬       1)重雄 平24.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2218260,263.9 （有）コスモファーマ〒252-0318 042-766-8350有限会社コスモファー長嶋　佳介 平 7. 2. 1 薬局
     相薬263 シーすみれ薬局 相模原市南区上鶴間本町２－１０常　勤:    4マシー　代表取締役　 新規 現存
     －１３ (薬       4)吉田　善紀 平22. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2219260,267.0 コウノ調剤薬局 〒252-0344 042-776-6378株式会社Ｋアソシエイ神野　静江 平 7. 4. 1 薬局
     相薬267 相模原市南区古淵１－６－１０プ常　勤:    1ツ　代表取締役　神野 新規 現存
     レミール古淵２Ｆ－Ｂ (薬       1)　静江 平22. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2220260,268.8 こぶちシティ薬局 〒252-0344 042-769-1110有限会社　シティ薬局浅野　昌弘 平 7. 5. 1 薬局
     相薬268 相模原市南区古淵２－３－７－１常　勤:    2　取締役　浅野　昌弘 新規 現存
     ０１ (薬       2) 平22. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2221264,001.9 スマイル薬局小田急相〒252-0314 042-705-4891株式会社スマイルドラ山本　迅 平25.11. 1 薬局
     相薬4001 模原駅前店 相模原市南区南台５－１１－１９常　勤:    4ッグ　代表取締役　黒 新規 現存
     ペアナード・オダサガ２０２ (薬       4)澤　和政 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2222264,002.7 薬局マツモトキヨシ　〒252-0344 042-750-2655株式会社マツモトキヨ村山　文史 平25.11. 1 薬局
     相薬4002 古淵駅前店 相模原市南区古淵１－９－１８ 非常勤:    1シ　代表取締役　松本 新規 現存
     (薬       1)　清雄 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2223264,003.5 スマイル薬局　相模台〒252-0321 042-851-6132株式会社スマイルドラ原　隆 平25.12. 1 薬局
     相薬4003 店 相模原市南区相模台２－２－１片常　勤:    1ッグ　代表取締役　黒 新規 現存
     野ビル１Ｆ (薬       1)澤　和政 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2224264,009.2 日本調剤　麻溝薬局 〒252-0328 042-767-2521日本調剤株式会社　代渡利　佳代子 平26. 4. 1 薬局
     相薬4009 相模原市南区麻溝台１－２－１１常　勤:    2表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       2) 平26. 4. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2225264,010.0 アイン薬局　相模原店〒252-0328 042-851-5096株式会社アインファー松川　元子 平26. 5. 1 薬局
     相薬4010 相模原市南区麻溝台１－２－８パ常　勤:    2マシーズ　代表取締役 新規 現存
     ラディスイン相模原１Ｆ (薬       2)　大谷　喜一 平26. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2226264,012.6 アイ新戸薬局 〒252-0326 046-259-7909株式会社メディアンズ田嶋　しほ子 平26. 7. 1 薬局
     相薬4012 相模原市南区新戸１９３６－１－常　勤:    1　代表取締役　塩田　 新規 現存
     １０３ (薬       1)猛 平26. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2227268,271.4 ヒキチ薬局 〒252-0317 042-747-5563有限会社ヒキチ　代表引地　信之 平26. 1. 1 薬局
     相薬271 相模原市南区御園２－６－１－１常　勤:    2取締役　引地　信之 移動 現存
     (薬       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2228268,273.0 アイ調剤薬局 〒252-0321 042-741-3390株式会社メディアンズ寺西　崇 平 9. 7. 1 薬局
     相薬273 相模原市南区相模台１－１－２ 常　勤:    8　代表取締役　塩田　 移動 現存
     (薬       8)猛 平24. 7. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2229268,275.5 ヒキチ調剤薬局 〒252-0328 042-741-8186有限会社　ヒキチ　代引地　一歩 平 7.12. 1 薬局
     相薬275 相模原市南区麻溝台５－１８－１常　勤:    2表取締役　引地　信之 新規 現存
     (薬       2) 平22.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2230268,278.9 有限会社　東林間薬局〒252-0302 042-742-8567有限会社　東林間薬局目黒　瞳 平22. 5. 2 薬局
     相薬278 相模原市南区上鶴間５－８－１１常　勤:    2　代表取締役　目黒　 移動 現存
     (薬       2)武久 平22. 5. 2
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2231268,279.7 かもめ薬局　ゆたか町〒252-0305 042-741-9143トライアドジャパン株小林　美穂 平 8. 2. 1 薬局
     相薬279 店 相模原市南区豊町１７－２２ 常　勤:    2式会社　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       2)竹内　尚子 平23. 2. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2232268,283.9 駅前薬局 〒252-0344 042-768-2788有限会社ケイエスエス窪園　伸一郎 平26. 9. 1 薬局
     相薬283 相模原市南区古淵２－１７－３古常　勤:    4　代表取締役　金澤　 移動 現存
     淵渋谷ビル１Ｆ (薬       4)里美 平26. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2233268,284.7 大学堂薬局 〒252-0303 042-745-2351有限会社　ベーシック澁谷　彰 平18.12.22 薬局
     相薬284 相模原市南区相模大野５－２６－常　勤:    1ラボ・エーアンドエス 移動 現存
     １２　Ａ．Ｓ．ビル１Ｆ (薬       1)　代表取締役　澁谷　 平24.12.22
     非常勤:    5彰
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2234268,295.3 有限会社　ヒライ薬局〒252-0317 042-741-8007有限会社　ヒライ薬局平井　恭子 平 8.11. 1 薬局
     相薬295 相模原市南区御園２－１３－５ 常　勤:    1　代表取締役　平井　 組織変更 現存
     (薬       1)恭子 平23.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2235268,296.1 シンワ薬局 〒252-0324 0462-52-7220伸和株式会社　代表取豊田　陽祐 平 8.11.15 薬局
     相薬296 相模原市南区相武台１－２５－７常　勤:    1締役　米山　督則 新規 現存
     ケイエスビル１階 (薬       1) 平23.11.15
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2236268,298.7 東林メディカル薬局 〒252-0302 042-740-3070株式会社大岡薬局　代中村　千香子 平 8.12. 1 薬局
     相薬298 相模原市南区上鶴間７－２－１１常　勤:    2表取締役　大岡　元 新規 現存
     プライムコート２号室 (薬       2) 平23.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2237268,302.7 調剤薬局クスリのツル〒252-0344 042-786-7175株式会社　ツルハ　代武藤　一敬 平 9. 3.15 薬局
     相薬302 ハ古淵店 相模原市南区古淵２－１６－１セ常　勤:    1表取締役　鶴羽　順 新規 現存
     ントラル喜和１Ｆ (薬       1) 平24. 3.15
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2238268,305.0 南台薬局 〒252-0314 042-743-2002有限会社　ケィオエス遠藤　恵美子 平20. 9.30 薬局
     相薬305 相模原市南区南台５－１６－１２常　勤:    2　代表取締役　田中　 移動 現存
     (薬       2)勝広 平26. 9.30
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2239268,309.2 かもめ薬局　東林間店〒252-0311 042-742-1163トライアドジャパン株竹内　さゆり 平 9. 9. 1 薬局
     相薬309 相模原市南区東林間３－１６－１常　勤:    2式会社　代表取締役　 新規 現存
     １ (薬       2)竹内　尚子 平24. 9. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2240268,311.8 十字薬局古淵店 〒252-0344 042-751-6208有限会社　十字薬品　水野　豊子 平 9.10.15 薬局
     相薬311 相模原市南区古淵２－１４－１２常　勤:    2代表取締役　金澤　里 新規 現存
     プライムガーデンＩ１Ｆ (薬       2)美 平24.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2241268,316.7 アクタ２薬局 〒252-0311 042-749-5809有限会社長谷川一夫薬深澤　陽一郎 平16. 4.30 薬局
     相薬316 相模原市南区東林間３－１０－１常　勤:    1局　代表取締役　長谷 移動 現存
     ７ (薬       1)川　一夫 平22. 4.30
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2242268,317.5 ナガタ薬局 〒252-0324 046-255-2243有限会社　ながた　代永田　文子 平10. 2.15 薬局
     相薬317 相模原市南区相武台１－２４－３常　勤:    2表取締役　永田　翼 新規 現存
     (薬       2) 平22. 2.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2243268,318.3 ヤマグチ薬局　東林間〒252-0311 042-765-3137株式会社　ヤマグチ薬相原　典子 平10. 3. 1 薬局
     相薬318 店 相模原市南区東林間５－９－８コ常　勤:    3局　代表取締役　山口 新規 現存
     ーポ東１０１ (薬       3)　重雄 平22. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2244268,321.7 オーカ調剤薬局 〒252-0303 042-748-0167株式会社　大岡薬局　中瀬古　幸子 平10. 7. 1 薬局
     相薬321 相模原市南区相模大野５－２７－常　勤:    2代表取締役　大岡　元 新規 現存
     ２５ (薬       2) 平22. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2245268,323.3 相模大野駅前薬局 〒252-0303 042-765-6220株式会社　富士薬品　岩崎　翔太 平10. 9. 1 薬局
     相薬323 相模原市南区相模大野３－１１－常　勤:    8代表取締役　高柳　昌 新規 現存
     ５ (薬       8)幸 平22. 9. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2246268,327.4 コスモス薬局 〒252-0304 0427-67-0531有限会社　テンプウ　勝田　典子 平10.11. 1 薬局
     相薬327 相模原市南区旭町２３－１６ 常　勤:    1代表取締役　寺門　義 新規 現存
     (薬       1)勝 平22.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2247268,328.2 いちや薬局　大野銀座〒252-0303 042-767-5115（株）いちや薬局　代米田　利夫 平10.11.15 薬局
     相薬328 店 相模原市南区相模大野６－１９－常　勤:    1表取締役　東　 子 新規 現存
     １７ (薬       1) 平22.11.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2248268,332.4 こだま薬局 〒252-0302 042-767-0130株式会社　こだま薬局大谷　千惠子 平11.12. 2 薬局
     相薬332 相模原市南区上鶴間７－６－１ 常　勤:    1　代表取締役　前村　 移動 現存
     (薬       1)茂雄 平23.12. 2
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2249268,344.9 すずかけ薬局　相模大〒252-0303 042-701-0355有限会社　あけぼの薬太田　将貴 平11. 8.15 薬局
     相薬344 野店 相模原市南区相模大野５－２７－常　勤:    2局　代表取締役　重谷 新規 現存
     ４１興和ビル１Ｆ (薬       2)　美子 平23. 8.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2250268,348.0 平安堂薬局駅前店 〒252-0302 042-747-5631株式会社　くすり平安山添　一也 平11. 9. 1 薬局
     相薬348 相模原市南区上鶴間７－６－７ 常　勤:    1堂　代表取締役　山添 新規 現存
     (薬       1)　一也 平23. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2251268,357.1 ひまわり調剤薬局 〒252-0318 042-740-0938ニュー・ワイテイ株式若松　可奈子 平11.12.15 薬局
     相薬357 相模原市南区上鶴間本町１－３８常　勤:    2会社　代表取締役　蛯 新規 現存
     －３２ (薬       2)谷　康夫 平23.12.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2252268,361.3 フロンティア薬局麻溝〒252-0328 042-741-7821株式会社　フロンティ中野　貴之 平12. 3. 1 薬局
     相薬361 台店 相模原市南区麻溝台１－２－１０常　勤:    3ア　代表取締役　重森 新規 現存
     (薬       3)　裕之 平24. 3. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2253268,362.1 かもめ薬局　北里健康〒252-0329 042-777-5300トライアドジャパン株大口　顕 平12. 3.15 薬局
     相薬362 館 相模原市南区北里２－１８－１０常　勤:   16式会社　代表取締役　 新規 現存
     (薬      16)竹内　尚子 平24. 3.15
     非常勤:   28
     (薬      28)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2254268,363.9 日本調剤　北里薬局 〒252-0328 042-701-0850日本調剤　株式会社　星野　朋之 平12. 3.15 薬局
     相薬363 相模原市南区麻溝台１－２－２３常　勤:    4代表取締役　三津原　 新規 現存
     (薬       4)博 平24. 3.15
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2255268,364.7 あい薬局相模原店 〒252-0328 042-701-2831株式会社　富士薬品　岩瀨　由香 平12. 3.15 薬局
     相薬364 相模原市南区麻溝台１－２－２９常　勤:    4代表取締役　高柳　昌 新規 現存
     (薬       4)幸 平24. 3.15
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2256268,367.0 薬樹薬局　北里 〒252-0328 042-701-1381薬樹株式会社　代表取坂井　奈美子 平12. 4. 1 薬局
     相薬367 相模原市南区麻溝台１－５－９ 常　勤:    3締役　小森　雄太 新規 現存
     (薬       3) 平24. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2257268,376.1 すがや薬局 〒252-0344 042-766-1808有限会社　すがや薬局菅谷　紀子 平12. 7. 1 薬局
     相薬376 相模原市南区古渕３－１８－１０常　勤:    4　取締役　菅谷　紀子 組織変更 現存
     (薬       4) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2258268,377.9 れもん薬局 〒252-0312 042-701-6886澤田　久美子 澤田　久美子 平12. 8. 1 薬局
     相薬377 相模原市南区相南４－１７－１１常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平24. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2259268,378.7 ドラッグストア　薬フ〒252-0331 042-758-8911 山　守 山　守 平12. 8.15 薬局
     相薬378 ァミリー 相模原市南区大野台３－２８－１常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2260268,381.1 有限会社メディカルハ〒252-0331 042-751-4611有限会社　メディカル山田　節子 平12. 9.18 薬局
     相薬381 ート 相模原市南区大野台３－２９－２常　勤:    1ハート　取締役　山田 組織変更 現存
     ５ (薬       1)　節子 平24. 9.18
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2261268,388.6 シンワ薬局東林間店 〒252-0311 042-765-3977伸和株式会社　代表取中村　加菜 平13. 1.15 薬局
     相薬388 相模原市南区東林間４－１０－６常　勤:    1締役　米山　督則 新規 現存
     (薬       1) 平25. 1.15
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2262268,389.4 はーと薬局 〒252-0324 046-253-8997有限会社　ケィオエス仙賀　葉子 平22.11.30 薬局
     相薬389 相模原市南区相武台１－２５－６常　勤:    1　代表取締役　田中　 移動 現存
     (薬       1)勝広 平22.11.30
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2263268,395.1 アイ南薬局 〒252-0312 042-743-5561株式会社メディアンズ石井　洋子 平13. 5. 1 薬局
     相薬395 相模原市南区相南４－２４－４１常　勤:    2　代表取締役　塩田　 新規 現存
     相模原紫波マンション１Ｆ (薬       2)猛 平25. 5. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2264268,402.5 いろは堂薬局東口店 〒252-0302 042-702-4649株式会社　いろは堂薬田代　純子 平13. 7. 1 薬局
     相薬402 相模原市南区上鶴間７－５－８キ常　勤:    1局　代表取締役　渡辺 新規 現存
     クヤビル１Ｆ (薬       1)　謹三 平25. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2265268,405.8 かもめ薬局相模大野店〒252-0303 042-765-0511トライアドジャパン株梅津　志野 平26. 3.29 薬局
     相薬405 相模原市南区相模大野３－１４－常　勤:    2式会社　代表取締役　 移動 現存
     ２０ (薬       2)竹内　尚子 平26. 3.29
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2266268,409.0 小池薬局 〒252-0344 042-756-0515加村　範子 加村　範子 平13.12.19 薬局
     相薬409 相模原市南区古渕４－９－１８ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平25.12.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2267268,415.7 アップル薬局北口店 〒252-0324 046-266-3988有限会社　北真薬局　佐川　賢一 平14. 7. 1 薬局
     相薬415 相模原市南区相武台１－２４－１常　勤:    1代表取締役　佐川　眞 新規 現存
     １デュエット１０３ (薬       1)由美 平26. 7. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2268268,417.3 すが薬局 〒252-0303 042-745-9871有限会社　なれい調薬須賀　光夫 平14. 7.15 薬局
     相薬417 相模原市南区相模大野８－１６－常　勤:    2　代表取締役　須賀　 組織変更 現存
     ２ (薬       2)光夫 平26. 7.15
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2269268,418.1 すずらん薬局古淵店 〒252-0344 042-730-1901有限会社　ファーマ・土橋　学 平14. 8. 1 薬局
     相薬418 相模原市南区古淵３－９－２７ 常　勤:    1ラボ　代表取締役　土 組織変更 現存
     (薬       1)橋　学 平26. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2270268,420.7 アイ東薬局 〒252-0335 042-777-5755株式会社メディアンズ田所　宙 平14.12. 1 薬局
     相薬420 相模原市南区下溝６７４－１ 常　勤:    6　代表取締役　塩田　 新規 現存
     (薬       6)猛 平20.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2271268,425.6 平安堂薬局 〒252-0311 042-743-6574株式会社　くすり平安山添　智浩 平15. 5. 1 薬局
     相薬425 相模原市南区東林間５－８－１ 常　勤:    1堂　代表取締役　山添 新規 現存
     (薬       1)　一也 平21. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2272268,427.2 あい薬局　麻溝台店 〒252-0328 042-766-0386株式会社富士薬品　代粂川　徹 平15. 7. 1 薬局
     相薬427 相模原市南区麻溝台４－１０－１常　勤:    5表取締役　高柳　昌幸 新規 現存
     ５ (薬       5) 平21. 7. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
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 2273268,440.5 ヤマグチ薬局下溝店 〒252-0335 042-711-3733株式会社ヤマグチ薬局堤　章 平16. 4. 1 薬局
     相薬440 相模原市南区下溝字上中丸３１７常　勤:    1　代表取締役　山口　 新規 現存
     －５ (薬       1)重雄 平22. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2274268,441.3 アクタ薬局相南店 〒252-0312 042-767-2820株式会社アクタ　代表大瀧　保子 平16. 4.15 薬局
     相薬441 相模原市南区相南１－１７－２９常　勤:    1取締役　長谷川　一夫 新規 現存
     (薬       1) 平22. 4.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2275268,444.7 アルプス薬局 〒252-0331 042-755-2430有限会社アルプス薬局森　透浩 平16. 8.15 薬局
     相薬444 相模原市南区大野台５－２１－１常　勤:    2　取締役　小泉　恵利 新規 現存
     ０ (薬       2) 平22. 8.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2276268,450.4 メディカルハート 〒252-0311 042-744-2557有限会社　メディカル山田　麻意 平16.12.15 薬局
     相薬450 相模原市南区東林間５－２－７Ｕ常　勤:    2ハート　取締役　山田 新規 現存
     －チャリス東林間１Ｆ (薬       2)　節子 平22.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2277268,458.7 いろは堂薬局 〒252-0311 042-742-3663株式会社いろは堂薬局駒澤　千賀 平17.10. 1 薬局
     相薬458 相模原市南区東林間５－１－１ 常　勤:    3　代表取締役　渡辺　 新規 現存
     (薬       3)謹三 平23.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2278268,461.1 新成堂薬局マルシェ東〒252-0302 042-701-6588株式会社　新成堂　代石澤　詩帆 平17.11.15 薬局
     相薬461 林間駅ビル店 相模原市南区上鶴間７－７　２Ｆ常　勤:    1表取締役　新関　一成 新規 現存
     (薬       1) 平23.11.15
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2279268,464.5 ウエルシア薬局　相模〒252-0303 042-701-0198ウエルシア薬局株式会八丈　尚 平18. 3. 1 薬局
     相薬464 大野店 相模原市南区相模大野７－８－１常　勤:    1社　代表取締役　水野 交代 現存
     ４ (薬       1)　秀晴 平24. 3. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2280268,477.7 コクミン薬局　相模原〒252-0314 0427-40-5167株式会社　コクミン　井上　智子 平18. 9. 1 薬局
     相薬477 南台店 相模原市南区南台６－８－１７ 常　勤:    1代表取締役　絹巻　秀 新規 現存
     (薬       1)展 平24. 9. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2281268,478.5 コクミン薬局　相模原〒252-0321 0427-42-0247株式会社　コクミン　石原　晃 平18. 9. 1 薬局
     相薬478 店 相模原市南区相模台１－１－３ 常　勤:    1代表取締役　絹巻　秀 新規 現存
     (薬       1)展 平24. 9. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2282268,479.3 まごころ薬局　りんか〒252-0311 042-740-8190有限会社　ハートメデ大澤　敬介 平18.10. 1 薬局
     相薬479 ん店 相模原市南区東林間５－６－１９常　勤:    1ィカル　代表取締役　 新規 現存
     レオパレス・サザンクロスプラザ(薬       1)宇多　洋一 平24.10. 1
     １－Ａ 非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2283268,480.1 ヤマグチ薬局　本町店〒252-0318 042-701-9898株式会社　ヤマグチ薬奥谷　昌子 平18.10. 1 薬局
     相薬480 相模原市南区上鶴間本町８－４４常　勤:    1局　代表取締役　山口 新規 現存
     －２１ (薬       1)　重雄 平24.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2284268,481.9 ヤマグチ薬局南台店 〒252-0314 042-701-2230株式会社　ヤマグチ薬臼井　美保 平18.11. 1 薬局
     相薬481 相模原市南区南台６－８－２０ 常　勤:    1局　代表取締役　山口 新規 現存
     (薬       1)　重雄 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2285268,485.0 ポプラ調剤薬局 〒252-0314 042-745-6997株式会社　グリーン　土井　貴美子 平18.12.28 薬局
     相薬485 相模原市南区南台６－８－２０ 常　勤:    2代表取締役　土井　貴 組織変更 現存
     (薬       2)美子 平24.12.28
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2286268,488.4 まりも薬局 〒252-0325 046-205-0750株式会社　グリーン　藤木　尚美 平19. 2.15 薬局
     相薬488 相模原市南区新磯野３－３０－１常　勤:    3代表取締役　土井　貴 新規 現存
     　鈴木ビル１Ｆ (薬       3)美子 平25. 2.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2287268,508.9 香葉堂薬局 〒252-0303 042-749-5141川村　達也 川村　諭加子 平19. 8.15 薬局
     相薬508 相模原市南区相模大野５－２７－常　勤:    2 新規 現存
     ８　リュエル生沼１０１ (薬       2) 平25. 8.15
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 2288268,516.2 アリス薬局 〒252-0314 042-707-7786株式会社　メディリン久保　英子 平20. 7.15 薬局
     相薬516 相模原市南区南台５－１０－３０常　勤:    1ク　代表取締役　大谷 新規 現存
     (薬       1)　真弘 平26. 7.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2289268,517.0 大学薬局 〒252-0313 042-743-7760株式会社　幸慶　代表髙橋　真也 平20. 8. 1 薬局
     相薬517 相模原市南区松が枝町２４－２ 常　勤:    2取締役　髙橋　真也 新規 現存
     (薬       2) 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2290268,520.4 イオン薬局相模原店 〒252-0344 042-750-1855イオンリテール株式会波田野　宜広 平20. 8.21 薬局
     相薬520 相模原市南区古淵２－１０－１ 常　勤:    2社　代表取締役　梅本 組織変更 現存
     (薬       2)　和典 平26. 8.21
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2291268,525.3 クリエイトエス・ディ〒252-0333 042-767-5313株式会社　クリエイト髙木　祐介 平20.10. 1 薬局
     相薬525 ー相模原東大沼店薬局相模原市南区東大沼３－３０－２常　勤:    3エス・ディー　代表取 新規 現存
     ２ (薬       3)締役　廣瀨　泰三 平26.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2292268,527.9 アリヤマ薬局 〒252-0324 046-251-4460有山　明美 有山　明美 平21. 1. 1 薬局
     相薬527 相模原市南区相武台１－１７－６常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平21. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2293268,528.7 ゆうケア薬局 〒252-0325 046-266-3390株式会社　さわだケア澤田　弘之 平21. 2. 1 薬局
     相薬528 相模原市南区新磯野１－１３－２常　勤:    1オフィス　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　澤田　弘之 平21. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2294268,529.5 東光ドラッグ　東林間〒252-0302 042-744-3793株式会社　東急ストア今井　妙子 平21. 3. 1 薬局
     相薬529 店 相模原市南区上鶴間７－８－１ 常　勤:    3　代表取締役　須田　 交代 現存
     (薬       3)清 平21. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2295268,530.3 岡田薬局 〒252-0312 042-749-0086宮本地質コンサルタン渡辺　陽子 平21. 3. 2 薬局
     相薬530 相模原市南区相南２－２３－１４常　勤:    1ト株式会社　代表取締 組織変更 現存
     (薬       1)役　宮本　順子 平21. 3. 2
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2296268,531.1 すばる薬局 〒252-0303 042-765-0038株式会社　ケイアイエ石瀬　和美 平21. 4. 1 薬局
     相薬531 相模原市南区相模大野６－１７－常　勤:    1ム　代表取締役　伊石 新規 現存
     １ (薬       1)　清人 平21. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2297268,532.9 メディスンショップ　〒252-0303 042-705-3575有限会社　ＧＥＮＫＩ小山　紀子 平21. 4. 1 薬局
     相薬532 パークスクエア相模大相模原市南区相模大野７－３５－常　勤:    1堂　代表取締役　德永 新規 現存
     野薬局 １パークスクエア相模大野タワー(薬       1)　勇雄 平21. 4. 1
     ＆レジデンス１０１ 非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2298268,536.0 こもれびの森薬局 〒252-0333 042-767-0180圓山　徳栄 圓山　徳栄 平21. 5. 1 薬局
     相薬536 相模原市南区東大沼１－１２－４常　勤:    1 新規 現存
     ３ (薬       1) 平21. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2299268,537.8 スギ薬局　相模原古淵〒252-0344 042-786-1731株式会社　スギ薬局　近藤　俊弘 平21. 5. 1 薬局
     相薬537 店 相模原市南区古淵２－５－４ 常　勤:    1代表取締役　榊原　栄 新規 現存
     (薬       1)一 平21. 5. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2300268,538.6 スギ薬局　小田急相模〒252-0313 042-767-5751株式会社　スギ薬局　今瀧　慶二 平21. 6. 1 薬局
     相薬538 原店 相模原市南区松が枝町１７－１５常　勤:    1代表取締役　榊原　栄 新規 現存
     平和ビルディング　松が枝マンシ(薬       1)一 平21. 6. 1
     ョン１Ｆ 非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2301268,540.2 ミネ薬局　ロビーファ〒252-0303 042-748-1801ミネ医薬品　株式会社佐藤　卓 平21. 7. 1 薬局
     相薬540 イブ店 相模原市南区相模大野４－５－１常　勤:    2　代表取締役　鉢嶺　 新規 現存
     ７ロビーファイブ１Ｆ (薬       2)清 平21. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2302268,546.9 ダリヤ相模原薬局 〒252-0328 042-701-1061株式会社　ウィーズ　依田　耕平 平21. 9. 1 薬局
     相薬546 相模原市南区麻溝台３－２－１１常　勤:    1代表取締役　水村　卓 交代 現存
     東邦ビル別館 (薬       1)司 平21. 9. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2303268,549.3 めぐみ薬局 〒252-0344 042-743-6829有限会社　あおいメデ並木　望 平21. 9. 7 薬局
     相薬549 相模原市南区古淵３－２６－１７常　勤:    1ィカル　代表取締役　 交代 現存
     (薬       1)並木　夢太 平21. 9. 7
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2304268,550.1 調剤薬局たちばな 〒252-0303 042-740-6722株式会社　調剤薬局た橘　春美 平21.10. 1 薬局
     相薬550 相模原市南区相模大野３－１１－常　勤:    3ちばな　代表取締役　 組織変更 現存
     １０クレスト三喜１Ｆ (薬       3)橘　春美 平21.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2305268,555.0 相模マリン薬局 〒252-0302 042-705-4751有限会社　ファースト大寺　智也子 平22. 1. 1 薬局
     相薬555 相模原市南区上鶴間本町４－４８常　勤:    2薬品　代表取締役　田 新規 現存
     －３ (薬       2)中　靜子 平22. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2306268,556.8 やまぶき薬局　相模大〒252-0303 042-701-8032株式会社　医学研究社新井　ひろみ 平22. 3. 1 薬局
     相薬556 野店 相模原市南区相模大野７－６－１常　勤:    1　代表取締役　大崎　 新規 現存
     ３ (薬       1)泰 平22. 3. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2307268,559.2 さくら薬局　第二北里〒252-0328 042-701-3191クラフト株式会社　代笠川　香織 平22. 4. 1 薬局
     相薬559 店 相模原市南区麻溝台１－２－２２常　勤:    4表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     (薬       4) 平22. 4. 1
     非常勤:   29
     (薬      29)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2308268,570.9 日本調剤　相模大野薬〒252-0303 042-701-3351日本調剤株式会社　代長坂　美也子 平23. 3. 1 薬局
     相薬570 局 相模原市南区相模大野３－１６－常　勤:    3表取締役　三津原　博 新規 現存
     １１　大矢ビル１Ｆ (薬       3) 平23. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2309268,571.7 かもめ薬局大野台店 〒252-0331 042-707-1600トライアドジャパン株及川　真実 平23. 4. 1 薬局
     相薬571 相模原市南区大野台６－１９－１常　勤:    1式会社　代表取締役　 新規 現存
     ２　大野台クリニックビル (薬       1)竹内　尚子 平23. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2310268,576.6 クリエイト薬局　相模〒252-0328 042-767-5221株式会社　クリエイト加瀬　由紀乃 平23. 5. 1 薬局
     相薬576 原北里店 相模原市南区麻溝台３－１－３８常　勤:    2エス・ディー　代表取 新規 現存
     (薬       2)締役　廣瀨　泰三 平23. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2311268,577.4 さくら薬局　相模原松〒252-0313 042-746-6555クラフト株式会社　代田中　由希子 平23. 5. 1 薬局
     相薬577 が枝店 相模原市南区松が枝町１９－８ 常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     (薬       2) 平23. 5. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2312268,578.2 オレンジ薬局　相南店〒252-0312 042-705-8015株式会社　葵調剤　代皆川　啓 平23. 5. 1 薬局
     相薬578 相模原市南区相南１－２２－６ 常　勤:    2表取締役　太田　郁夫 交代 現存
     (薬       2) 平23. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2313268,580.8 イーグル薬局相模大野〒252-0303 042-705-6419株式会社リバーウエス半澤　浩二 平23.11. 1 薬局
     相薬580 店 相模原市南区相模大野７－１１－常　勤:    1ト　代表取締役　西川 新規 現存
     ２ (薬       1)　彰 平23.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2314268,585.7 イムノファーマシー相〒252-0325 042-702-2802イムノ・コーポレーシ井上　涼子 平23.11. 1 薬局
     相薬585 模原薬局 相模原市南区新磯野２－８－７ 常　勤:    1ョン株式会社　代表取 交代 現存
     (薬       1)締役　阿佐見　勝美 平23.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2315268,586.5 シーエス薬局　相模大〒252-0303 042-702-9568株式会社　ジェムス　笹岡　理恵 平24. 3. 1 薬局
     相薬586 野店 相模原市南区相模大野８－８－１常　勤:    2代表取締役　篠原　正 新規 現存
     ６ハイツホルン相模大野１Ｆ (薬       2)治 平24. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2316268,589.9 クリエイト薬局　新磯〒252-0325 046-256-5011株式会社クリエイトエ島田　謙一郎 平24. 6. 1 薬局
     相薬589 野店 相模原市南区新磯野１－４１－７常　勤:    5ス・ディー　代表取締 新規 現存
     (薬       5)役　廣瀨　泰三 平24. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2317268,595.6 クリエイト薬局　相模〒252-0328 042-767-5461株式会社クリエイトエ富永　充 平24. 9. 3 薬局
     相薬595 原麻溝台店 相模原市南区麻溝台６－２１－２常　勤:    1ス・ディー　代表取締 新規 現存
     ３ (薬       1)役　廣瀨　泰三 平24. 9. 3
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2318268,597.2 かもめ薬局　相模台店〒252-0321 042-705-3671トライアドジャパン株西山　泰裕 平24.10. 1 薬局
     相薬597 相模原市南区相模台７－３６－２常　勤:    1式会社　代表取締役　 新規 現存
     ３ (薬       1)竹内　尚子 平24.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2319268,600.4 薬局マツモトキヨシ相〒252-0335 042-777-6556株式会社マツモトキヨ志澤　玲子 平25. 1. 1 薬局
     相薬600 模原麻溝店 相模原市南区下溝７５６－６ 常　勤:    4シ　代表取締役　松本 新規 現存
     (薬       4)　清雄 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2320268,602.0 アイセイ薬局相模大野〒252-0303 042-702-0383株式会社アイセイ薬局山田　路恵 平25. 3.13 薬局
     相薬602 店 相模原市南区相模大野３－３－１常　勤:    8　代表取締役　岡村　 新規 現存
     －４０５ (薬       8)幸彦 平25. 3.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2321268,608.7 ローソンクオール薬局〒252-0303 042-767-2889クオール株式会社　代堀内　馨ミシェール 平25. 3.15 薬局
     相薬608 相模大野北口店 相模原市南区相模大野３－３－１常　勤:    1表取締役　中村　勝 新規 現存
     －２０１ (薬       1) 平25. 3.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2322268,617.8 徳永薬局　相武台在宅〒252-0324 046-204-8270徳永薬局株式会社　代吉田　匡志 平25. 6. 1 薬局
     相薬617 センター 相模原市南区相武台１－２６－１常　勤:    1表取締役　徳永　愛子 新規 現存
     ３コーポあーさ相武台１Ｆ (薬       1) 平25. 6. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2323268,618.6 りぼん薬局 〒252-0334 042-711-6680田中　弘子 田中　弘子 平25. 7. 1 薬局
     相薬618 相模原市南区若松５－２４－７ 常　勤:    2 交代 現存
     (薬       2) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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 2324268,619.4 あけぼの薬局 〒252-0303 042-742-2865一般社団法人メディホ関根　澄江 平25. 7. 1 薬局
     相薬619 相模原市南区相模大野６－１－１常　勤:    6ープかながわ　代表理 交代 現存
     (薬       6)事　木村　久美子 平25. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2325268,622.8 新成堂薬局北里店 〒252-0328 042-705-4093株式会社新成堂　代表小熊　果絵 平25. 9. 1 薬局
     相薬622 相模原市南区麻溝台１－２－１３常　勤:    1取締役　新関　一成 新規 現存
     (薬       1) 平25. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2326268,627.7 本木薬局　相模大野店〒252-0303 042-701-8460株式会社本木薬局　代谷川　直大 平25. 9. 1 薬局
     相薬627 相模原市南区相模大野６－２－９常　勤:    3表取締役　池田　直孝 交代 現存
     (薬       3) 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2327190,028.1 有限会社　松本薬局 〒237-0063 0468-65-3410有限会社松本薬局　代紺野　克洋 昭32.10. 1 薬局
     横須薬28 横須賀市追浜東町３－４２ 常　勤:    3表取締役　紺野　克洋 現存
     (薬       3) 平23.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2328190,038.0 有限会社　新共薬局 〒238-0007 0468-22-1239有限会社新共薬局　代矢野　文啓 昭32.10. 1 薬局
     横須薬38 横須賀市若松町１－１ 常　勤:    6表取締役　川名　寛 現存
     (薬       6) 平23.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2329190,049.7 有限会社不動薬局 〒238-0315 0468-56-2424有限会社不動薬局　代米山　豊平 昭32.10.31 薬局
     横須薬49 横須賀市林２－１－３９ 常　勤:    5表取締役　米山　豊平 現存
     (薬       5) 平23.10.31
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2330190,056.2 有限会社　大草弘真堂〒237-0076 0468-61-3355有限会社　大草弘真堂大草　安佐子 平11. 2. 1 薬局
     横須薬56 薬局 横須賀市船越町１－４５ 常　勤:    1薬局　代表取締役　大 移動 現存
     (薬       1)草　貴生 平23. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2331190,057.0 有限会社石黒薬局 〒238-0042 046-822-0807有限会社石黒薬局　代石黒　哲夫 平26. 2.14 薬局
     横須薬57 横須賀市汐入町２－３７ 常　勤:    1表取締役　石黒　哲夫 移動 現存
     (薬       1) 平26. 2.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2332190,071.1 有限会社　不動薬局長〒240-0101 0468-56-1943有限会社不動薬局　代米山　明男 昭38.10.15 薬局
     横須薬71 坂店 横須賀市長坂３－６－１ 常　勤:    5表取締役　米山　豊平 現存
     (薬       5) 平23.10.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2333190,073.7 寺分薬局 〒238-0031 046-851-0738株式会社　三栄商会　小泉　貴子 昭40. 3.16 薬局
     横須薬73 横須賀市衣笠栄町１－７ 常　勤:    2代表取締役　小泉　順 現存
     (薬       2)博 平22. 3.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2334190,108.1 有限会社ミトミ薬局 〒238-0054 0468-23-7088有限会社ミトミ薬局　三富　保喜 昭49.10.15 薬局
     横須薬108 横須賀市汐見台２－２－１ 常　勤:    1代表取締役　三富　保 現存
     (薬       1)喜 平22.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2335190,110.7 小矢部薬局 〒238-0026 0468-52-0824本村　正中 本村　昌子 昭49.11. 1 薬局
     横須薬110 横須賀市小矢部２－２－９ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2336190,112.3 有限会社細川薬局ハイ〒239-0833 0468-48-7009有限会社細川薬局　代細川　圭一 昭49.12. 1 薬局
     横須薬112 ランド店 横須賀市ハイランド４－４－２ 常　勤:    2表取締役　細川　圭一 現存
     (薬       2) 平22.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2337190,113.1 野田薬局 〒238-0023 0468-36-5434野田　文子 野田　文子 昭49.12. 1 薬局
     横須薬113 横須賀市森崎１－６－１３ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平22.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2338190,116.4 スズキ薬局 〒238-0045 046-822-0508有限会社　鈴木一生薬鈴木　一生 平13. 3.26 薬局
     横須薬116 横須賀市東逸見町２－２ 常　勤:    3局　代表取締役　鈴木 移動 現存
     (薬       3)　一生 平25. 3.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2339190,129.7 いがらし薬局 〒239-0844 0468-49-2636五十嵐　明 五十嵐　明 昭52. 6.15 薬局
     横須薬129 横須賀市岩戸３－２７－８ 常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平22. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2340190,136.2 有限会社ドラッグスト〒238-0316 046-856-7080有限会社ドラッグスト小泉　啓美 平15.11. 2 薬局
     横須薬136 アー寺分薬局 横須賀市長井１－２３－１ 常　勤:    3アー寺分　代表取締役 移動 現存
     (薬       3)　小泉　英幸 平21.11. 2
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 2341190,147.9 サンユー薬局 〒239-0802 046-835-7787株式会社　シンエー　永嶋　仁 昭56. 5. 1 薬局
     横須薬147 横須賀市馬堀町２－１５－１ 常　勤:    1代表取締役　村上　惠 現存
     (薬       1)一 平23. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2342190,148.7 有限会社　小磯薬局 〒239-0813 046-843-6881（有）小磯薬局　代表佐久間　真一 平19. 7. 1 薬局
     横須薬148 横須賀市鴨居２－７８－１１ 常　勤:    6取締役　篠木　嘉幸 移動 現存
     (薬       6) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2343190,152.9 有限会社あい薬局 〒238-0043 0468-27-1241有限会社　あい薬局　内橋　好美 平12. 9.15 薬局
     横須薬152 横須賀市坂本町２－３１ 常　勤:    4代表取締役　松原　政 移動 現存
     (薬       4)美 平24. 9.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2344190,154.5 ささき薬局 〒239-0801 0468-43-2059有限会社ささき薬局　佐々木　千代子 昭57. 4.15 薬局
     横須薬154 横須賀市馬堀海岸２－２７－６ 常　勤:    1代表取締役　佐々木　 現存
     (薬       1)武平 平24. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2345190,155.2 三笠ビル栗田薬局 〒238-0008 0468-22-3721栗田薬品（株）　代表栗田　正彦 昭57. 4.15 薬局
     横須薬155 横須賀市大滝町２－２４ 常　勤:    1取締役　栗田　秀樹 現存
     (薬       1) 平24. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2346190,156.0 有限会社互光薬局 〒239-0831 0468-34-2815有限会社互光商会　代我妻　和代 昭57. 6. 1 薬局
     横須薬156 横須賀市久里浜４－８－１２ 常　勤:    1表取締役　我妻　和代 現存
     (薬       1) 平24. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2347190,160.2 ファーマシィ鈴木 〒239-0813 0468-43-7300鈴木　則明 宮下　和美 平14. 8. 1 薬局
     横須薬160 横須賀市鴨居１－１７－１６ 常　勤:    2 移動 現存
     (薬       2) 平26. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2348190,163.6 有限会社公郷薬局 〒238-0022 0468-51-1031（有）公郷薬局　代表遠藤　比菜美 平 6. 4. 7 薬局
     横須薬163 横須賀市公郷町２－２ 常　勤:    1取締役　本村　則子 移動 現存
     (薬       1) 平24. 4. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2349190,165.1 岩戸薬局 〒239-0844 046-849-0445（有）ティエヌ商会　青木　靖夫 昭59. 8. 1 薬局
     横須薬165 横須賀市岩戸２－１７－５ 常　勤:    5代表取締役　関　敬太 現存
     (薬       5) 平23. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2350190,166.9 クリタ調剤薬局 〒238-0017 046-822-0237（有）クリタ調剤薬局栗田　明 昭59. 9. 1 薬局
     横須薬166 横須賀市上町２－２０ 常　勤:    2　代表取締役　栗田　 現存
     (薬       2)正彦 平23. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2351190,168.5 （有）サン調剤薬局 〒238-0012 046-825-8484有限会社サン　代表取渡邊　弘樹 昭59. 9.15 薬局
     横須薬168 横須賀市安浦町２－２朝比奈ビル常　勤:    1締役　渡邊　奈津子 現存
     １Ｆ (薬       1) 平23. 9.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2352190,169.3 薬樹薬局　若松 〒238-0007 046-824-5350薬樹株式会社　代表取吉川　幸介 平17. 4. 1 薬局
     横須薬169 横須賀市若松町２－７　藤田ビル常　勤:    3締役　小森　雄太 移動 現存
     ２Ｆ (薬       3) 平23. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2353190,173.5 湘南調剤薬局 〒238-0022 046-851-0815有限会社湘南調剤薬局鈴木　治輝 昭60. 7. 1 薬局
     横須薬173 横須賀市公郷町１－５６－３ 常　勤:    1　取締役　鈴木　治輝 現存
     (薬       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2354190,176.8 小川薬局 〒239-0807 046-836-4344有限会社けい太　代表小川　康雄 昭60.12. 1 薬局
     横須薬176 横須賀市根岸町３－１１－４ 常　勤:    1取締役　小川　康雄 現存
     (薬       1) 平21.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2355190,182.6 ファーマシィ鈴木安浦〒238-0012 046-823-2055鈴木　則明 鈴木　則明 平16.11. 1 薬局
     横須薬182 店 横須賀市安浦町２－２７－１ 常　勤:    2 移動 現存
     (薬       2) 平22.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2356190,186.7 有限会社タイヨー薬局〒238-0035 0468-52-6425有限会社タイヨー薬局小平　耕造 昭61.10.15 薬局
     横須薬186 横須賀市池上２－１０－１４ 非常勤:    2　代表取締役　松原　 現存
     (薬       2)信子 平22.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2357190,187.5 有限会社関口調剤薬局〒238-0017 0468-26-2350有限会社関口調剤薬局関口　奈奈恵 平13.12. 1 薬局
     横須薬187 支店 横須賀市上町２－２０ 常　勤:    2　代表取締役　関口　 移動 現存
     (薬       2)太郎 平25.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2358190,191.7 久八堂薬局 〒239-0824 0468-41-1548増田　奈知子 青山　成子 昭62. 4.15 薬局
     横須薬191 横須賀市西浦賀町１－１ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平17. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2359190,192.5 有限会社衣笠調剤薬局〒238-0031 046-852-0438有限会社衣笠調剤薬局濱野　早麻里 平11. 5. 1 薬局
     横須薬192 横須賀市衣笠栄町１－２０ 常　勤:    1　取締役　馬場　尚文 移動 現存
     (薬       1) 平23. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2360190,193.3 有限会社岡薬局 〒238-0031 046-851-3801有限会社岡薬局　代表横井　哲 平26.10.14 薬局
     横須薬193 横須賀市衣笠栄町３－２－２ 常　勤:    2取締役　礒部　昌子 移動 現存
     (薬       2) 平26.10.14
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2361190,200.6 マルフジ鶴見薬局 〒237-0076 0468-61-4520有限会社マルフジ　代鶴見　富美代 昭62.12.15 薬局
     横須薬200 横須賀市船越町１－４３ 常　勤:    2表取締役　鶴見　富美 現存
     (薬       2)代 平23.12.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2362190,201.4 いづく米田薬局 〒239-0824 0468-41-0122米田　陽一 米田　陽一 昭62.12.15 薬局
     横須薬201 横須賀市西浦賀１－６－１３ 現存
     平23.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2363190,206.3 有限会社不動薬局武支〒238-0313 0468-56-5402有限会社不動薬局　代米山　和久 昭63. 6. 1 薬局
     横須薬206 店 横須賀市武１－２０－８ 常　勤:    2表取締役　米山　豊平 現存
     (薬       2) 平24. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2364190,211.3 有限会社五郎橋薬局 〒239-0807 0468-33-4628（有）五郎橋薬局　代鈴木　こずゑ 平元.10. 1 薬局
     横須薬211 横須賀市根岸町４－２－３７ 常　勤:    3表取締役　林　美砂子 現存
     (薬       3) 平22.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2365190,212.1 トコロ薬局上町店 〒238-0017 046-825-6300（有）所薬局　取締役所　敬子 平元.10.15 薬局
     横須薬212 横須賀市上町２－１８ 常　勤:    1　所　聰一 現存
     (薬       1) 平22.10.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2366190,219.6 みどり薬局 〒238-0024 0468-33-7005環境衛生管理株式会社類家　文明 平 7.10.10 薬局
     横須薬219 横須賀市大矢部５－１１－１ 常　勤:    2　代表取締役　吉田　 移動 現存
     (薬       2)昭 平22.10.10
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2367190,222.0 スイートドラッグみや〒239-0841 046-849-4234有限会社みやがわ薬局宮川　幸子 平13. 1. 7 薬局
     横須薬222 がわ薬局 横須賀市野比１－８－２２ 常　勤:    1　代表取締役　宮川　 移動 現存
     (薬       1)聰 平25. 1. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2368190,223.8 有限会社ケイ薬局 〒238-0315 0468-56-3113（有）ケイ薬局　代表飯田　仁美 平 2.11. 1 薬局
     横須薬223 横須賀市林３－１－７ 常　勤:    4取締役　 瀬　幸雄 現存
     (薬       4) 平23.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2369190,224.6 有限会社関口調剤薬局〒238-0017 046-824-5885有限会社関口調剤薬局織田　洋通 平 3. 2. 1 薬局
     横須薬224 横須賀市上町２－３ 常　勤:    3　代表取締役　関口　 現存
     (薬       3)太郎 平24. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2370190,237.8 永光薬品株式会社　永〒237-0068 046-866-6044永光薬品株式会社　代金沢　順子 平 4. 8. 1 薬局
     横須薬237 光薬局 横須賀市追浜本町２－３１－２９常　勤:    1表取締役　岡本　俊一 現存
     (薬       1) 平22. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2371190,239.4 あずさ薬局 〒239-0807 046-837-4740（有）くすりのミナミ鈴木　不美子 平 6.12.28 薬局
     横須薬239 横須賀市根岸町２－３１－１３ナ常　勤:    6　代表取締役　南　俊 移動 現存
     ヴィール北久里浜１Ｆ (薬       6)作 平21.12.28
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2372190,240.2 有限会社　平作薬局 〒238-0034 046-853-3359有限会社　平作薬局　上杉　二郎 平20. 2.10 薬局
     横須薬240 横須賀市金谷１－１－６ 常　勤:    1代表取締役　上杉　二 移動 現存
     (薬       1)郎 平26. 2.10
     非常勤:    2
     (薬       2)
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 2373190,242.8 （有）タケヤマ　武山〒238-0315 0468-57-6000（有）タケヤマ　代表石井　紀子 平 5. 1. 1 薬局
     横須薬242 薬局 横須賀市林１－１－３ 常　勤:    1取締役　石井　紀子 組織変更 現存
     (薬       1) 平23. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2374190,245.1 ナガセ薬局 〒238-0017 046-822-0980有限会社　ナガセ　代長瀬　滋雄 平 5. 5.15 薬局
     横須薬245 横須賀市上町１－６４ 常　勤:    2表取締役　長瀬　滋雄 新規 現存
     (薬       2) 平23. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2375190,247.7 マンボウ薬局 〒238-0316 046-856-9360有限会社オーシャンフ山﨑　美加 平 5. 8. 1 薬局
     横須薬247 横須賀市長井１－２５－２７ 常　勤:    2ァーマシー　代表取締 新規 休止
     (薬       2)役　武谷　久栄 平23. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2376190,252.7 海岸薬局 〒238-0012 046-822-1364川島　弘久 川島　弘久 平19. 3.31 薬局
     横須薬252 横須賀市安浦町１－７ 常　勤:    3 移動 現存
     (薬       3) 平25. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2377190,255.0 タカヤマ薬局京急久里〒239-0831 0468-37-1102（有）タカヤマ　代表春原　良孝 平 6. 2.15 薬局
     横須薬255 浜西口店 横須賀市久里浜１－５－９あずさ常　勤:    4取締役　新浪　一嘉 新規 現存
     わビル１階 (薬       4) 平24. 2.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2378190,256.8 株式会社　シフト池上〒238-0035 0468-51-3657株式会社　シフト　代津野　康弘 平14.11. 5 薬局
     横須薬256 調剤薬局 横須賀市池上５－８－３ 常　勤:    3表取締役　佐藤　周一 移動 現存
     (薬       3) 平26.11. 5
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2379190,258.4 日本調剤追浜薬局 〒237-0068 046-866-2677日本調剤株式会社　代仁井田　雄二 平23. 7.19 薬局
     横須薬258 横須賀市追浜本町１－１－２３ 常　勤:    8表取締役　三津原　博 移動 現存
     (薬       8) 平23. 7.19
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2380190,259.2 八木調剤薬局 〒239-0801 046-842-8442有限会社メイファーマ高橋　達也 平 6. 9. 1 薬局
     横須薬259 横須賀市馬堀海岸２－２５－７ 常　勤:    1シー　代表取締役　高 新規 現存
     (薬       1)橋　達也 平24. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2381190,261.8 （有）タケヤマ　武山〒240-0101 046-856-5500有限会社　タケヤマ　多田　由美子 平 6. 9.15 薬局
     横須薬261 薬局西部店 横須賀市長坂３－３－６ 常　勤:    1代表取締役　石井　紀 新規 現存
     (薬       1)子 平24. 9.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2382190,264.2 セキネ薬局 〒238-0052 046-851-2134（有）ドラッグストア関根　祥 平 6.11.15 薬局
     横須薬264 横須賀市佐野町４－５１ 常　勤:    1ーセキネ　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　関根　祥隆 平24.11.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2383190,265.9 株式会社シフト　一騎〒238-0315 046-857-3919株式会社　シフト　代南　雄一 平16. 5. 2 薬局
     横須薬265 塚薬局 横須賀市林１－２３－６水野ビル常　勤:    3表取締役　佐藤　周一 移動 現存
     １Ｆ (薬       3) 平22. 5. 2
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2384190,267.5 東邦薬局 〒239-0824 046-841-6822有限会社　東邦調剤　石田　繭子 平15. 5.26 薬局
     横須薬267 横須賀市西浦賀４－９－１ 常　勤:    3代表取締役　吉住　英 移動 現存
     (薬       3)一郎 平21. 5.26
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2385190,271.7 たちばな薬局荒巻店 〒239-0822 046-842-1147有限会社　たちばな薬橘川　博 平 7. 7. 1 薬局
     横須薬271 横須賀市浦賀町５－４－３　渡辺常　勤:    2局　代表取締役　橘川 組織変更 現存
     ハイツ１Ｆ (薬       2)　博 平22. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2386194,000.6 あじさい薬局 〒238-0025 046-837-6248有限会社大樹　代表取石渡　章文 平25.10. 1 薬局
     横須薬4000 横須賀市衣笠町４４－４ 常　勤:    1締役　石渡　章文 交代 現存
     (薬       1) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2387194,001.4 さくら薬局横須賀米が〒238-0011 046-874-8573クラフト株式会社　代織原　由美子 平25.12. 1 薬局
     横須薬4001 浜店 横須賀市米が浜通１－１７－４ 常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 新規 現存
     (薬       2) 平25.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2388194,002.2 つばめ薬局 〒238-0008 046-824-7412株式会社ファーマみら竹田　香織 平25.11. 1 薬局
     横須薬4002 横須賀市大滝町２－４－５ 常　勤:    3い　代表取締役　佃　 交代 現存
     (薬       3)敏之 平25.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2389194,003.0 つばめ薬局駅前店 〒238-0007 046-827-1281株式会社ファーマみら滝口　美佐子 平25.11. 1 薬局
     横須薬4003 横須賀市若松町３－９ 常　勤:    2い　代表取締役　佃　 交代 現存
     (薬       2)敏之 平25.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2390194,004.8 グリーン薬局逸見店 〒238-0046 046-826-3460株式会社ファーマみら田中　祐子 平25.11. 1 薬局
     横須薬4004 横須賀市西逸見町１－５ 常　勤:    2い　代表取締役　佃　 交代 現存
     (薬       2)敏之 平25.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2391194,005.5 わかば薬局三春店 〒238-0014 046-824-1368株式会社わかば　代表石田　香子 平26. 2. 1 薬局
     横須薬4005 横須賀市三春町３－１２ 常　勤:    1取締役　杉本　年光 交代 現存
     (薬       1) 平26. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2392194,006.3 マリア薬局 〒239-0841 046-840-1460株式会社わかば　代表長谷川　路枝 平26. 2. 1 薬局
     横須薬4006 横須賀市野比１－３９－１２ 常　勤:    1取締役　杉本　年光 交代 現存
     (薬       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2393194,007.1 アサヒ薬局 〒238-0056 046-822-5216株式会社わかば　代表加藤　圭二 平26. 2. 1 薬局
     横須薬4007 横須賀市鶴が丘１－８－７ 常　勤:    1取締役　杉本　年光 交代 現存
     (薬       1) 平26. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2394194,008.9 かもめ薬局 〒238-0004 046-827-8372株式会社わかば　代表住田　美豊 平26. 2. 1 薬局
     横須薬4008 横須賀市小川町２３－１ 常　勤:    2取締役　杉本　年光 交代 現存
     (薬       2) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2395194,009.7 汐入薬局 〒238-0042 046-827-2267株式会社わかば　代表佐藤　亜貴子 平26. 2. 1 薬局
     横須薬4009 横須賀市汐入町２－３９ 常　勤:    2取締役　杉本　年光 交代 現存
     (薬       2) 平26. 2. 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

［平成26年11月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成26年11月 4日作成   324 頁

 2396194,010.5 のぞみ薬局 〒238-0012 046-884-8626株式会社アキラ・コー大出　博美 平26. 4. 1 薬局
     横須薬4010 横須賀市安浦町３－２４－２ 常　勤:    1ポレーション　代表取 新規 現存
     (薬       1)締役　沖山　邦之 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2397194,011.3 くすのき薬局 〒239-0808 046-830-3087株式会社サンメディッ石川　若菜 平26. 3. 1 薬局
     横須薬4011 横須賀市大津町１－１１－１１ 常　勤:    2ク　代表取締役　遠山 交代 現存
     (薬       2)　功 平26. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2398194,012.1 アポ長井薬局 〒238-0316 046-856-8030株式会社サンメディッ中澤　幸恵 平26. 3. 1 薬局
     横須薬4012 横須賀市長井１－８－１２ 常　勤:    1ク　代表取締役　遠山 交代 現存
     (薬       1)　功 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2399194,013.9 あおぞら薬局 〒238-0034 046-852-5255株式会社サンメディッ椎名　眞恵 平26. 3. 1 薬局
     横須薬4013 横須賀市金谷２－１－１８ 常　勤:    3ク　代表取締役　遠山 交代 現存
     (薬       3)　功 平26. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2400194,014.7 オリーブ薬局米が浜店〒238-0011 046-874-5200株式会社アインファー髙木　蔵人 平26. 4. 1 薬局
     横須薬4014 横須賀市米が浜通１－１７－１０常　勤:    2マシーズ　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　大谷　喜一 平26. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2401194,015.4 ゆり薬局 〒239-0841 046-848-3893有限会社プログレス　江村　紀美子 平26. 4. 1 薬局
     横須薬4015 横須賀市野比１－１８－１６ 常　勤:    1代表取締役　植松　真 交代 現存
     (薬       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2402194,016.2 ファミリー調剤薬局 〒240-0105 046-884-8606株式会社ファミリー調櫻井　夏澄 平26. 5. 1 薬局
     横須薬4016 横須賀市秋谷１－２３－２２ 常　勤:    2剤　代表取締役　鈴木 新規 現存
     (薬       2)　功 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2403194,017.0 かもめ団地内薬局 〒239-0813 046-845-9277株式会社かもめ薬局　菅野　和子 平26. 5. 1 薬局
     横須薬4017 横須賀市鴨居２－８０－３８ 常　勤:    1代表取締役　菅野　和 新規 現存
     (薬       1)子 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2404194,018.8 千種薬局北久里浜駅前〒239-0807 046-876-5333大成メディカル株式会村松　直貴 平26. 6. 1 薬局
     横須薬4018 店 横須賀市根岸町２－２２－８第壱常　勤:    2社　代表取締役　植松 新規 現存
     赤坂ビル１Ｆ (薬       2)　真 平26. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2405194,019.6 久里浜駅前薬局 〒239-0831 046-884-8593株式会社リンクス　代角田　翔 平26. 7. 1 薬局
     横須薬4019 横須賀市久里浜１－１－８銀嶺ビ常　勤:    1表取締役　角田　翔 新規 現存
     ル１Ｆ (薬       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2406194,020.4 マルフジ鶴見薬局駅前〒237-0076 046-874-6696有限会社マルフジ　代長瀬　明美 平26. 8. 1 薬局
     横須薬4020 店 横須賀市船越町５－４－４ 常　勤:    1表取締役　鶴見　富美 新規 現存
     (薬       1)代 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2407198,275.0 こぐま薬局 〒239-0807 0468-37-7897株式会社　こぐま薬局三浦　隆 平 8. 4. 1 薬局
     横須薬275 横須賀市根岸町４－３－６ 常　勤:    2　代表取締役　三浦　 新規 現存
     (薬       2)隆 平23. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2408198,276.8 宮本薬局 〒238-0311 046-857-0711有限会社宮本　代表取宮本　保 平25. 8. 1 薬局
     横須薬276 横須賀市太田和１－５－５ 常　勤:    1締役　宮本　保 移動 現存
     (薬       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2409198,278.4 サカイヤ薬局追浜駅前〒237-0064 046-866-2816株式会社サカイヤ　代大越　拓哉 平 8. 5.15 薬局
     横須薬278 店 横須賀市追浜町３－８ 常　勤:    5表取締役　渡辺　邦夫 新規 現存
     (薬       5) 平23. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2410198,281.8 タカヤマ薬局舟倉店 〒239-0805 046-830-1621有限会社タカヤマ　代四宮　良子 平 8. 9. 1 薬局
     横須薬281 横須賀市舟倉１－３０－１２－１常　勤:    1表取締役　新浪　一嘉 新規 現存
     ＦＢ (薬       1) 平23. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2411198,283.4 こぐま薬局公郷店 〒238-0022 0468-53-3121株式会社　こぐま薬局三浦　和子 平 9. 1. 1 薬局
     横須薬283 横須賀市公郷町２－１３－４ 常　勤:    2　代表取締役　三浦　 新規 現存
     (薬       2)隆 平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2412198,284.2 アオバ薬局 〒239-0842 046-848-9620有限会社　ライフ・メ上原　健一 平11. 5. 1 薬局
     横須薬284 横須賀市長沢３－１－２４ 常　勤:    2ディカル　代表取締役 移動 現存
     (薬       2)　上原　健一 平23. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2413198,287.5 竹沢薬局 〒239-0802 0468-33-0914株式会社　イワナガ　田中　厚 平 9. 2. 1 薬局
     横須薬287 横須賀市馬堀町１－８－１１ 常　勤:    3代表取締役　岩崎　岩 新規 現存
     (薬       3)雄 平24. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2414198,289.1 日本調剤　緑が丘薬局〒238-0018 0468-21-0171日本調剤株式会社　代永井　敏之 平 9. 4.15 薬局
     横須薬289 横須賀市緑が丘１－１ 常　勤:    2表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       2) 平24. 4.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2415198,291.7 薬樹薬局　横須賀 〒240-0101 046-858-1728薬樹株式会社　代表取新井　匠 平10. 7. 1 薬局
     横須薬291 横須賀市長坂３－３－１２ 常　勤:    2締役　小森　雄太 その他 現存
     (薬       2) 平22. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2416198,292.5 森崎薬局 〒238-0023 0468-36-7759新倉　マツ 齋藤　啓子 平 9. 6.15 薬局
     横須薬292 横須賀市森崎３－９－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2417198,293.3 フレンド薬局 〒239-0831 046-833-0038株式会社　フロンティ星野　翔太郎 平15. 3.15 薬局
     横須薬293 横須賀市久里浜１－３－１８ 常　勤:    6ア　代表取締役　伊藤 移動 現存
     (薬       6)　信明 平21. 3.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2418198,294.1 さつき薬局 〒238-0006 0468-20-3107大成メディカル株式会 塚　美紀 平 9. 8. 1 薬局
     横須薬294 横須賀市日の出町１－７ 常　勤:    1社　代表取締役　植松 新規 現存
     (薬       1)　真 平24. 8. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2419198,299.0 有限会社アオイ薬局 〒239-0843 046-848-5747有限会社　アオイ薬局萩原　昭子 平 9.11. 1 薬局
     横須薬299 横須賀市津久井２－１７－２４ 常　勤:    1　代表取締役　萩原　 組織変更 現存
     (薬       1)昭子 平24.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2420198,301.4 なぎさ薬局 〒238-0011 046-825-3008有限会社　プラージュ泉　紀久恵 平18. 4. 2 薬局
     横須薬301 横須賀市米が浜通１－４小山ビル常　勤:    1　代表取締役　泉　紀 移動 現存
     １Ｆ (薬       1)久恵 平24. 4. 2
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2421198,303.0 トコロ薬局支店 〒238-0016 046-825-6000有限会社　所薬局　代所　聰一 平 9.12.15 薬局
     横須薬303 横須賀市上町１－１２ 常　勤:    1表取締役　所　聰一 新規 現存
     (薬       1) 平15.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2422198,305.5 ハックドラッグ横須賀〒238-0007 046-827-8912株式会社　ＣＦＳコー佐々木　理恵 平10. 1. 1 薬局
     横須薬305 中央薬局 横須賀市若松町２－４田丸屋ビル常　勤:    4ポレーション　代表取 新規 現存
     (薬       4)締役　宮下　雄二 平22. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2423198,306.3 タカヤマ調剤薬局久里〒239-0831 046-835-3318有限会社　タカヤマ　篠原　美由紀 平10. 1.15 薬局
     横須薬306 浜５丁目店 横須賀市久里浜５－１１－５ 常　勤:    4代表取締役　新浪　一 新規 現存
     (薬       4)嘉 平22. 1.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2424198,307.1 クローバー薬局 〒237-0068 046-869-1275有限会社　フォーワー加賀屋　歩実 平10. 2.15 薬局
     横須薬307 横須賀市追浜本町１－２３－６ 常　勤:    3ド　代表取締役　長谷 新規 現存
     (薬       3)川　勉 平22. 2.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2425198,311.3 株式会社シフト　つつ〒238-0313 046-855-3102株式会社　シフト　代森川　慶太 平10. 5.15 薬局
     横須薬311 じ調剤薬局 横須賀市武４－４０－４木村ビル常　勤:    2表取締役　佐藤　周一 新規 現存
     １Ｆ (薬       2) 平22. 5.15
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2426198,313.9 アモン薬局 〒239-0801 046-841-1891有限会社　杏門　代表北村　牧子 平20. 5. 8 薬局
     横須薬313 横須賀市馬堀海岸３－２６－８ 常　勤:    3取締役　林　恵理 移動 現存
     (薬       3) 平26. 5. 8
     非常勤:    6
     (薬       6)
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 2427198,317.0 有限会社ヒロ薬局 〒238-0043 0468-22-1492有限会社　ヒロ薬局　田中　佑治 平11. 1. 1 薬局
     横須薬317 横須賀市坂本町３－４２ 常　勤:    4代表取締役　篠木　嘉 新規 現存
     (薬       4)幸 平23. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2428198,318.8 日本調剤　横須賀薬局〒238-0026 0468-53-7750日本調剤株式会社　代平田　幸司 平11. 2. 1 薬局
     横須薬318 横須賀市小矢部２－２１－４ 常　勤:    8表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       8) 平23. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2429198,325.3 トマト薬局　堀ノ内店〒238-0014 046-825-4316有限会社　メディカル門田　淑子 平11.10.15 薬局
     横須薬325 横須賀市三春町３－４６ 常　勤:    2トマト　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)佐藤　喜江 平23.10.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2430198,327.9 すずき薬局 〒239-0814 0468-46-5579鈴木　則明 入谷　留里子 平12. 3. 1 薬局
     横須薬327 横須賀市二葉２－１０－３ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平24. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2431198,334.5 レモン薬局 〒239-0807 046-830-5307有限会社　ヒロヤタカ山本　学 平12. 6.15 薬局
     横須薬334 横須賀市根岸町３－８－１ 常　勤:    2ギ　取締役社長　神尾 新規 現存
     (薬       2)　工子 平24. 6.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2432198,335.2 新緑薬局 〒239-0808 046-830-5488有限会社　ハーツ　代貝和　里砂 平12. 7. 1 薬局
     横須薬335 横須賀市大津町１－１６－７ 常　勤:    2表取締役　谷本　聖志 新規 現存
     (薬       2) 平24. 7. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2433198,338.6 セブンス薬局　堀ノ内〒238-0014 046-828-5001株式会社　セカンドセ山口　宏康 平12. 9.15 薬局
     横須薬338 店 横須賀市三春町３－２４－６－１常　勤:    4ブン　代表取締役　星 新規 現存
     Ｂ (薬       4)野　律子 平24. 9.15
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2434198,341.0 クローバー薬局浦郷店〒237-0062 0468-69-4331有限会社　フォーワー髙野　眞弓 平13. 3.15 薬局
     横須薬341 横須賀市浦郷町３－７０ 常　勤:    1ド　代表取締役　長谷 新規 現存
     (薬       1)川　勉 平25. 3.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2435198,343.6 ツバサ薬局 〒237-0068 0468-65-2026有限会社　ツバサ薬局岩井　俊秀 平13. 6. 1 薬局
     横須薬343 横須賀市追浜本町１－１－３５ 常　勤:    9　取締役　岩井　俊秀 組織変更 現存
     (薬       9) 平25. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2436198,345.1 ハックドラッグ汐入薬〒238-0042 046-828-8975株式会社　ＣＦＳコー生田　知子 平13.12. 1 薬局
     横須薬345 局 横須賀市汐入町２－７－１ 常　勤:    6ポレーション　代表取 新規 現存
     (薬       6)締役　宮下　雄二 平25.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2437198,348.5 アロー薬局たかとり店〒237-0066 0468-65-8710株式会社　アロー　代佐藤　守広 平14. 9. 1 薬局
     横須薬348 横須賀市湘南鷹取４－５－２ 常　勤:    1表取締役　津村　浩 新規 現存
     (薬       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2438198,351.9 アシナ薬局 〒240-0104 046-856-0027有限会社　アシナ薬局内野　圭子 平15. 1. 1 薬局
     横須薬351 横須賀市芦名１－６－３７ 常　勤:    1　代表取締役　内野　 組織変更 現存
     (薬       1)公和 平21. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2439198,352.7 フルヤ薬局 〒239-0844 046-849-6679古谷　陽子 古谷　澄枝 平15. 3. 1 薬局
     横須薬352 横須賀市岩戸４－２３－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平21. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2440198,354.3 北久里浜薬局 〒239-0807 046-835-5587有限会社ブロス・カン寳藏寺　修身 平15. 3. 1 薬局
     横須薬354 横須賀市根岸町２－２０－９　谷常　勤:    8パニー　代表取締役　 交代 現存
     ビル１Ｆ (薬       8)佐々木　淳 平21. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2441198,355.0 日本調剤新横須賀薬局〒238-0026 046-854-0316日本調剤株式会社　代作本　聖二 平25. 1. 1 薬局
     横須薬355 横須賀市小矢部２－２０－８ 常　勤:    4表取締役　三津原　博 移動 現存
     (薬       4) 平25. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2442198,358.4 あい薬局　浦賀店 〒239-0821 046-844-2031株式会社　富士薬品　曽我　美沙緒 平15. 5.15 薬局
     横須薬358 横須賀市東浦賀１－１－７ＴＡＫ常　勤:    4代表取締役　高柳　昌 新規 現存
     ＡＨＡＳＨＩビル１階 (薬       4)幸 平21. 5.15
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2443198,359.2 なぎさ薬局上町店 〒238-0017 046-828-5335有限会社　プラージュ塙　和彦 平15. 5.15 薬局
     横須薬359 横須賀市上町２－７－４ 常　勤:    3　代表取締役　泉　紀 新規 現存
     (薬       3)久恵 平21. 5.15
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2444198,361.8 あい薬局　久里浜店 〒239-0831 046-833-1138株式会社富士薬品　代曽我　雄大 平15. 6. 1 薬局
     横須薬361 横須賀市久里浜１－３－１７ 常　勤:    4表取締役　高柳　昌幸 新規 現存
     (薬       4) 平21. 6. 1
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2445198,366.7 はま薬局 〒239-0831 046-837-8090株式会社　明和　代表萩原　裕久 平15.10. 1 薬局
     横須薬366 横須賀市久里浜４－８－１６ 常　勤:    6取締役　秋元　良幸 新規 現存
     (薬       6) 平21.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2446198,368.3 シーガル調剤薬局横須〒238-0035 046-851-3855有限会社ベルサポート春田　晃良 平15.12. 1 薬局
     横須薬368 賀池上店 横須賀市池上７－１３－１－１０常　勤:    1コーポレーション　代 新規 現存
     １ (薬       1)表取締役　長津　雅則 平21.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2447198,370.9 千種薬局 〒237-0076 046-860-0766有限会社　プログレス堀　香苗 平16. 3. 1 薬局
     横須薬370 横須賀市船越町１－５８－７ 常　勤:    1　代表取締役　植松　 新規 現存
     (薬       1)真 平22. 3. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 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

［平成26年11月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成26年11月 4日作成   331 頁

 2448198,371.7 クローバー薬局　銀座〒237-0064 046-869-0671有限会社　フォーワー村田　雪江 平16. 3.15 薬局
     横須薬371 通り店 横須賀市追浜町３－１４－９ 常　勤:    3ド　代表取締役　長谷 新規 現存
     (薬       3)川　勉 平22. 3.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2449198,374.1 みはる薬局馬堀店 〒239-0802 046-836-2189有限会社みはる薬局　金島　敬子 平16. 8. 1 薬局
     横須薬374 横須賀市馬堀町２－１３－２ 常　勤:    2代表取締役　金島　敬 組織変更 現存
     (薬       2)子 平22. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2450198,377.4 アヒル薬局 〒238-0031 046-850-3201株式会社　マルトー　西村　考平 平16.11. 1 薬局
     横須薬377 横須賀市衣笠栄町１－２２ 常　勤:    2代表取締役　佐野　彰 交代 現存
     (薬       2)司 平22.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2451198,378.2 新成薬局　三春店 〒238-0014 046-828-8800株式会社新成堂　代表畑田　三姫 平16.11. 1 薬局
     横須薬378 横須賀市三春町１－７ 常　勤:    1取締役　新関　一成 交代 現存
     (薬       1) 平22.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2452198,379.0 コスモ薬局野比店 〒239-0841 046-839-2655株式会社　イジマ　代川上　 代 平17. 1. 1 薬局
     横須薬379 横須賀市野比１－４２－４８ 常　勤:    1表取締役　伊島　政克 新規 現存
     (薬       1) 平23. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2453198,380.8 アオイ薬局海岸店 〒239-0843 046-839-2785有限会社アオイ薬局　岡田　元子 平17. 1.15 薬局
     横須薬380 横須賀市津久井２－３－１３太八常　勤:    1代表取締役　萩原　昭 新規 現存
     ビル１Ｆ (薬       1)子 平23. 1.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2454198,383.2 珊瑚薬局　佐原店 〒239-0835 046-838-5708アイエヌジー有限会社佐藤　晃 平17. 4.15 薬局
     横須薬383 横須賀市佐原３－３－６ 常　勤:    1　代表取締役　谷本　 新規 現存
     (薬       1)聖志 平23. 4.15
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2455198,385.7 あすか薬局 〒238-0031 046-851-3414有限会社　メイファー谷　直人 平17. 8.15 薬局
     横須薬385 横須賀市衣笠栄町１－６２－１８常　勤:    1マシィ　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)髙橋　達也 平23. 8.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2456198,386.5 湘南山手薬局 〒239-0804 046-833-4408有限会社　コクブファ岩瀬　紫 平17. 9.15 薬局
     横須薬386 横須賀市吉井３－１３ 常　勤:    3ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       3)　國分　孝彦 平23. 9.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2457198,387.3 上町薬局 〒238-0017 046-821-0628株式会社　富士薬品　鮫島　弘子 平17. 9. 1 薬局
     横須薬387 横須賀市上町３－１４ 常　勤:    1代表取締役社長　高柳 交代 現存
     (薬       1)　昌幸 平23. 9. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2458198,389.9 大通薬局 〒238-0011 046-825-5984株式会社　富士薬品　 池　章子 平17. 9. 1 薬局
     横須薬389 横須賀市米が浜通１－１８ 常　勤:    2代表取締役社長　高柳 交代 現存
     (薬       2)　昌幸 平23. 9. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2459198,393.1 日本調剤　米が浜薬局〒238-0011 046-828-3731日本調剤株式会社　代石渡　英子 平18. 2. 1 薬局
     横須薬393 横須賀市米が浜通１－８－６ 常　勤:    4表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       4) 平24. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2460198,396.4 千種薬局　長沢店 〒239-0842 046-848-9077有限会社　プログレス久保田　順子 平22.10. 1 薬局
     横須薬396 横須賀市長沢１－３３－８　ルビ常　勤:    2　代表取締役　植松　 移動 現存
     エーヌ長沢Ａ (薬       2)真 平22.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2461198,397.2 ハックドラッグ久里浜〒239-0831 046-834-2289株式会社　ＣＦＳコー大谷　和真 平18. 5. 1 薬局
     横須薬397 薬局 横須賀市久里浜２－１８－１５ 常　勤:    5ポレーション　代表取 新規 現存
     (薬       5)締役　宮下　雄二 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2462198,404.6 ファーマシィ鈴木　浦〒239-0824 046-844-7717鈴木　蔵人 佐々木　透 平18. 9. 1 薬局
     横須薬404 賀店 横須賀市西浦賀１－１２－３ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2463198,406.1 クリエイト薬局　横須〒238-0311 046-855-0281株式会社　クリエイト伊藤　輝 平18.10. 1 薬局
     横須薬406 賀林店 横須賀市太田和１－１－８浅葉ク常　勤:    7エス・ディー　代表取 新規 現存
     リニックビル１Ｆ (薬       7)締役　廣瀨　泰三 平24.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2464198,407.9 ハート薬局 〒238-0011 046-821-1833髙橋　卓子 髙橋　卓子 平19. 4. 1 薬局
     横須薬407 横須賀市米が浜通１－１７－１１常　勤:    1 組織変更 現存
     (薬       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2465198,408.7 ウイン調剤薬局　衣笠〒238-0031 046-827-7703有限会社　ウインファ金沢　英世 平19. 5. 1 薬局
     横須薬408 店 横須賀市衣笠栄町２－６６－３ 常　勤:    1ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     (薬       1)田　勝久 平25. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2466198,410.3 新成薬局　若松店 〒238-0007 046-821-1738株式会社　新成堂　代村岡　美智子 平19. 8. 1 薬局
     横須薬410 横須賀市若松町１－１０　第１野常　勤:    1表取締役　新関　一成 新規 現存
     口ビル１－１ (薬       1) 平25. 8. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2467198,411.1 キリン薬局　衣笠店 〒238-0032 046-850-6466株式会社　サードセブ上田　慎治 平19. 9. 1 薬局
     横須薬411 横須賀市平作８－２０－１５ 常　勤:    1ン　代表取締役　星野 新規 現存
     (薬       1)　律子 平25. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2468198,414.5 インテル　みかさ薬局〒238-0008 046-828-8121（株）Ｉｎｔｅｒｎａ荒木　稔 平19.11. 1 薬局
     横須薬414 横須賀市大滝町１－２１ジュネス常　勤:    4ｚｉｏｎａｌｅＹＯＫ 組織変更 現存
     横須賀１Ｆ (薬       4)ＯＨＡＭＡ　代表取締 平25.11. 1
     非常勤:    4役　荒木　稔
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2469198,415.2 日本調剤　平成薬局 〒238-0012 046-821-1640日本調剤株式会社　代古山　泰雄 平19.12. 1 薬局
     横須薬415 横須賀市安浦町３－１３ 常　勤:    4表取締役　三津原　博 組織変更 現存
     (薬       4) 平25.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2470198,416.0 金谷薬局 〒238-0034 046-850-3181株式会社　ＫＳ．ＦＡ佐藤　幸二 平20. 1. 1 薬局
     横須薬416 横須賀市金谷２－１－１９ 常　勤:    1ＲＭＡＣＩＡ　代表取 組織変更 現存
     (薬       1)締役　佐藤　幸二 平26. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2471198,418.6 ベイサイド薬局 〒238-0042 046-821-4288村上　宏明 村上　宏明 平20. 5. 1 薬局
     横須薬418 横須賀市汐入町２－２－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2472198,419.4 関東調剤薬局 〒238-0011 046-829-0885株式会社　メディカル毛塚　博子 平20. 5. 1 薬局
     横須薬419 横須賀市米が浜通１－１８ 常　勤:    4ロード　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       4)天野　崇史 平26. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2473198,421.0 セブンス薬局　追浜店〒237-0068 046-827-6770株式会社　サードセブ川本　純一郎 平20. 5.15 薬局
     横須薬421 横須賀市追浜本町１－３９－１ 常　勤:    1ン　代表取締役　星野 新規 現存
     (薬       1)　律子 平26. 5.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2474198,424.4 信安薬局 〒239-0831 046-854-7798東　晃吉 東　晃吉 平20. 8. 1 薬局
     横須薬424 横須賀市久里浜４－３－１５メゾ常　勤:    1 新規 現存
     ン・ド・アヤ１０３号 (薬       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2475198,426.9 イオン薬局久里浜店 〒239-0831 046-838-5240イオンリテール株式会小牧　哲 平20. 8.21 薬局
     横須薬426 横須賀市久里浜５－１３－１ 常　勤:    4社　代表取締役　梅本 組織変更 現存
     (薬       4)　和典 平26. 8.21
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2476198,428.5 長島薬局 〒239-0831 046-835-0636株式会社　医学研究社大島　正之 平20.10. 1 薬局
     横須薬428 横須賀市久里浜４－５－８ 常　勤:    2　代表取締役　大崎　 組織変更 現存
     (薬       2)泰 平26.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2477198,430.1 たんぽぽ薬局 〒239-0824 046-846-5125鈴木　蔵人 鈴木　蔵人 平20.12. 1 薬局
     横須薬430 横須賀市西浦賀１－９－２６ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平20.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2478198,431.9 サイトウ薬局　武店 〒238-0313 046-855-0255株式会社　サイトウ薬姜（斉藤）　英喬 平20.12. 1 薬局
     横須薬431 横須賀市武３－５－３４ 常　勤:    1局　代表取締役　斎藤 交代 現存
     (薬       1)　英喬 平20.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2479198,434.3 オリーブ薬局 〒238-0035 046-876-5900株式会社　オール・プ後藤　浩之 平21. 4. 1 薬局
     横須薬434 横須賀市池上５－１－５ 常　勤:    3ラン社　代表取締役　 新規 現存
     (薬       3)大下　新治 平21. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2480198,436.8 新成薬局　きぬがさ店〒238-0026 046-876-5351株式会社　新成堂　代竹内　悟士 平21. 5. 1 薬局
     横須薬436 横須賀市小矢部２－２５－１４ 常　勤:    1表取締役　新関　一成 新規 現存
     (薬       1) 平21. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2481198,438.4 ハックドラッグ久里浜〒239-0831 046-830-3290株式会社　ＣＦＳコー坂本　裕則 平21. 6. 1 薬局
     横須薬438 駅前はろーど薬局 横須賀市久里浜４－７－８叶ビル常　勤:    2ポレーション　代表取 新規 現存
     １Ｆ (薬       2)締役　宮下　雄二 平21. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2482198,439.2 さくら薬局 〒239-0831 046-838-5189有限会社　杏門　代表金子　ますみ 平21. 6. 1 薬局
     横須薬439 横須賀市久里浜１－１１－７ 常　勤:    1取締役　林　恵理 新規 現存
     (薬       1) 平21. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2483198,441.8 あんこ薬局 〒238-0012 046-828-3773株式会社　ＭＯＮＡＫ歌田　智海 平21.10. 1 薬局
     横須薬441 横須賀市安浦町２－１９ 常　勤:    2Ａ　代表取締役　中川 新規 現存
     (薬       2)　玲子 平21.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2484198,442.6 株式会社　れのん　野〒239-0841 046-848-1897株式会社　れのん　代齋藤　裕一 平21. 8.17 薬局
     横須薬442 比薬局 横須賀市野比２－１３－２ 常　勤:    1表取締役　齋藤　裕一 交代 現存
     (薬       1) 平21. 8.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2485198,444.2 ひばり薬局　追浜店 〒237-0068 046-869-0075株式会社　イワイ　代新野　尚子 平22. 3. 1 薬局
     横須薬444 横須賀市追浜本町１－２８－５サ常　勤:    1表取締役　中山　美佳 新規 現存
     ンビーチ追浜４Ｆ (薬       1) 平22. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2486198,445.9 みんなの薬局　久里浜〒239-0831 046-838-4889株式会社　メディウス石川　恭久 平22. 4. 1 薬局
     横須薬445 店 横須賀市久里浜４－１５－４シャ常　勤:    1　代表取締役　原　由 新規 現存
     ミニオン１Ｆ－Ａ (薬       1)美 平22. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2487198,446.7 新成薬局　本町店 〒238-0041 046-876-8261株式会社　新成堂　代峰松　未樹 平22. 5. 1 薬局
     横須薬446 横須賀市本町１－１１－４ 常　勤:    1表取締役　新関　一成 新規 現存
     (薬       1) 平22. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2488198,447.5 さくら薬局　湘南山手〒239-0804 046-846-5305クラフト株式会社　代井出　雄介 平22. 4. 1 薬局
     横須薬447 店 横須賀市吉井２－３－７ 常　勤:    3表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     (薬       3) 平22. 4. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2489198,448.3 さくら薬局　横須賀大〒238-0024 046-838-4502クラフト株式会社　代井上　充 平22. 8. 1 薬局
     横須薬448 矢部店 横須賀市大矢部２－２－１８ 常　勤:    3表取締役　大塚　吉史 移動 現存
     (薬       3) 平22. 8. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2490198,450.9 サザン薬局 〒239-0841 046-887-0919藤井　賀与子 藤井　賀与子 平22. 8. 1 薬局
     横須薬450 横須賀市野比２－１－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平22. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2491198,452.5 クリエイト薬局　横須〒238-0031 046-850-5275株式会社　クリエイト佐藤　真代 平22.10. 1 薬局
     横須薬452 賀衣笠店 横須賀市衣笠栄町１－１２　モン常　勤:    2エス・ディー　代表取 新規 現存
     テエスカリエ　１Ｆ (薬       2)締役　廣瀨　泰三 平22.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2492198,454.1 つかさ調剤薬局 〒238-0032 046-853-8607クラフト株式会社　代中村　有希 平23. 6. 1 薬局
     横須薬454 横須賀市平作２－１４－１ 常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     (薬       2) 平23. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2493198,455.8 日本調剤　三笠通り薬〒238-0008 046-828-3050日本調剤株式会社　代井川　由紀子 平23. 8. 1 薬局
     横須薬455 局 横須賀市大滝町２－２３ 常　勤:    2表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       2) 平23. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2494198,456.6 新成薬局　本店二番館〒238-0011 046-874-6828株式会社　新成堂　代惠津　智子 平23.10. 1 薬局
     横須薬456 横須賀市米が浜通１－１７ 常　勤:    1表取締役　新関　一成 新規 現存
     (薬       1) 平23.10. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2495198,457.4 セブンス薬局　馬堀店〒239-0802 046-874-7774株式会社　サードセブ山岡　公雄 平23.12. 1 薬局
     横須薬457 横須賀市馬堀町３－２－１２ 常　勤:    1ン　代表取締役　星野 新規 現存
     (薬       1)　律子 平23.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2496198,458.2 珊瑚薬局　大津店 〒239-0808 046-837-2202有限会社ハーツ　代表三浦　崇雅 平23.12. 1 薬局
     横須薬458 横須賀市大津町１－２０－２ 常　勤:    1取締役　谷本　聖志 新規 現存
     (薬       1) 平23.12. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2497198,459.0 ひなた薬局 〒239-0831 046-830-5051室井　敏明 室井　敏明 平23.12. 1 薬局
     横須薬459 横須賀市久里浜３－１０－２ＭＫ常　勤:    1 交代 現存
     ビル１０２ (薬       1) 平23.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2498198,460.8 マリン調剤薬局 〒239-0841 046-849-0963株式会社　マリックス山田　耕司 平24. 1. 1 薬局
     横須薬460 横須賀市野比１－２５－５　荒井常　勤:    3　代表取締役　山田　 交代 現存
     ビル１Ｆ (薬       3)耕司 平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2499198,461.6 コトブキ調剤薬局　横〒237-0076 046-860-1681株式会社　バンブー　竹中　孝行 平24. 3. 1 薬局
     横須薬461 須賀店 横須賀市船越町１－１２ 常　勤:    1代表取締役　福永　孝 交代 現存
     (薬       1)貴 平24. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2500198,462.4 なの花薬局　横須賀武〒238-0313 046-855-5795株式会社　サンメディ浅野　浩之 平24. 6.11 薬局
     横須薬462 山店 横須賀市武１－２０－１５ 常　勤:    3ック　代表取締役　遠 新規 現存
     (薬       3)山　功 平24. 6.11
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2501198,464.0 徳永薬局　横須賀店 〒238-0315 046-876-8091徳永薬局株式会社　代斎藤　聡志 平24. 9. 1 薬局
     横須薬464 横須賀市林５－８－２５ 常　勤:    1表取締役　徳永　愛子 新規 現存
     (薬       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2502198,465.7 アイセイ薬局　久里浜〒239-0831 046-835-8887株式会社アイセイ薬局近藤　大輔 平24. 8. 1 薬局
     横須薬465 店 横須賀市久里浜１－５－１６第１常　勤:    2　代表取締役　岡村　 交代 現存
     ０臼井ビル１Ｆ (薬       2)幸彦 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2503198,466.5 うさぎ調剤薬局 〒238-0031 046-850-3050株式会社ビッグヴィジ田中　隆雄 平24. 9. 1 薬局
     横須薬466 横須賀市衣笠栄町１－２７ 常　勤:    1ョングレース　代表取 交代 現存
     (薬       1)締役　嘉山　恵 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2504198,467.3 新成薬局長坂店 〒240-0101 0468-76-7440株式会社新成堂　代表宮澤　みゆき 平24.10. 1 薬局
     横須薬467 横須賀市長坂３－３－９ 常　勤:    1取締役　新関　一成 新規 現存
     (薬       1) 平24.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
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 2505198,468.1 アイン薬局米が浜店 〒238-0011 046-828-4630株式会社アインファー森川　陽介 平24.10. 1 薬局
     横須薬468 横須賀市米が浜通１－８－７ 常　勤:    4マシーズ　代表取締役 新規 現存
     (薬       4)　大谷　喜一 平24.10. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2506198,469.9 クリエイト薬局横須賀〒239-0807 046-838-6227株式会社クリエイトエ村田　翔 平24.11. 1 薬局
     横須薬469 根岸町店 横須賀市根岸町３－１６－３５ 常　勤:    2ス・ディー　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　廣瀨　泰三 平24.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2507198,470.7 薬樹薬局　うわまち 〒238-0017 046-828-8820薬樹株式会社　代表取中島　宙美 平25. 1. 1 薬局
     横須薬470 横須賀市上町２－２０高梨ビル１常　勤:    1締役　小森　雄太 新規 現存
     Ｆ (薬       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2508198,471.5 ウイング湘南薬局追浜〒237-0064 046-865-1733株式会社アポステータ國政　恵利佳 平24.12. 1 薬局
     横須薬471 店 横須賀市追浜町３－２ 常　勤:    3ス　代表取締役　林　 交代 現存
     (薬       3)昭弘 平24.12. 1
     非常勤:   20
     (薬      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2509198,474.9 新成薬局本店 〒238-0011 046-820-1510株式会社新成堂　代表新関　智美 平25. 3. 1 薬局
     横須薬474 横須賀市米が浜通１－１７ＹＭＢ常　勤:    1取締役　新関　一成 新規 現存
     ＬＤＧ (薬       1) 平25. 3. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2510198,475.6 タカノ薬局　湘南秋谷〒240-0105 046-874-6602株式会社フレディ　代長谷川　聰 平25. 6. 1 薬局
     横須薬475 横須賀市秋谷４４３０ 常　勤:    1表取締役　岡　豊香 新規 現存
     (薬       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2511198,477.2 はまゆう薬局 〒238-0032 046-850-3113一般社団法人メディホ高橋　保 平25. 7. 1 薬局
     横須薬477 横須賀市平作１－１２－７　１０常　勤:    1ープかながわ　代表理 交代 現存
     ７ビル１Ｆ (薬       1)事　木村　久美子 平25. 7. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2512198,478.0 日の出薬局 〒237-0064 046-865-3380株式会社サン薬局　代出井　由香 平25. 8. 1 薬局
     横須薬478 横須賀市追浜町３－１－９ 常　勤:    5表取締役　奈良　秀一 交代 現存
     (薬       5) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2513198,479.8 クリエイト薬局横須賀〒239-0813 046-846-2266株式会社クリエイトエ相馬　理恵子 平25.10. 1 薬局
     横須薬479 鴨居店 横須賀市鴨居２－６－１ 常　勤:    2ス・ディー　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　廣瀨　泰三 平25.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2514200,005.7 有限会社　文隣堂あつ〒254-0054 0463-32-2264有限会社　文隣堂あつ渥美　光廣 昭32.10. 1 薬局
     平薬5 み薬局 平塚市中里４－３ 常　勤:    1み薬局　代表取締役　 現存
     (薬       1)渥美　光廣 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2515200,017.2 スズヤ薬局本店 〒254-0043 0463-21-0168株式会社スズヤ　代表亀井　純子 平15.10.23 薬局
     平薬17 平塚市紅谷町９－１ 常　勤:    2取締役　鈴木　恒子 移動 現存
     (薬       2) 平21.10.23
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2516200,019.8 株式会社　田中薬局 〒254-0045 0463-36-2155株式会社田中薬局　代田中　茂登子 平 5.11.22 薬局
     平薬19 平塚市見附町１７－２０ 常　勤:    1表取締役　田中　茂登 移動 現存
     (薬       1)子 平23.11.22
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2517200,023.0 有限会社ハマタケ薬局〒254-0822 0463-31-2730有限会社ハマタケ薬局石内　正佳 昭35.11. 1 薬局
     平薬23 平塚市菫平１９－２４ 常　勤:    2　代表取締役　石内　 現存
     (薬       2)正佳 平23.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2518200,024.8 有限会社日新堂薬局 〒254-0811 0463-21-1450有限会社日新堂薬局　高山　まゆみ 昭35.11. 1 薬局
     平薬24 平塚市八重咲町５－１ 常　勤:    2取締役　高山　まゆみ 現存
     (薬       2) 平23.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2519200,025.5 有限会社　諏訪薬局 〒254-0036 0463-21-2393有限会社諏訪薬局　代諏訪　隆二 昭36.10. 1 薬局
     平薬25 平塚市宮松町１番１０号 常　勤:    1表取締役　諏訪　隆二 現存
     (薬       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2520200,026.3 有限会社昭和薬局 〒254-0034 0463-21-1025有限会社昭和薬局　取加藤　康人 昭57. 1.18 薬局
     平薬26 平塚市宝町５－２２ 常　勤:    2締役　加藤　康人 現存
     (薬       2) 平24. 1.18
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2521200,028.9 有限会社稲元薬局 〒254-0052 0463-31-1830有限会社稲元薬局　代今井　裕久 昭42. 7. 1 薬局
     平薬28 平塚市平塚４丁目２番３号 常　勤:    3表取締役　今井　裕久 現存
     (薬       3) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2522200,031.3 有限会社福島薬局 〒254-0901 0463-31-3952有限会社福島薬局　代福島　雄一 昭43. 7. 1 薬局
     平薬31 平塚市纒６８６ 常　勤:    2表取締役　福島　雄一 現存
     (薬       2) 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2523200,034.7 岡田薬局 〒254-0043 0463-22-0075岡田　雅子 岡田　雅子 昭48. 4. 1 薬局
     平薬34 平塚市紅谷町１６－２６ 常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2524200,035.4 有限会社　富士見薬局〒254-0084 0463-33-2807有限会社　富士見薬局高岡　由美子 昭49. 6.15 薬局
     平薬35 豊田店 平塚市南豊田１９－１ 常　勤:    2　代表取締役　髙岡　 現存
     (薬       2)由美子 平22. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2525200,038.8 みやま薬局　本店 〒254-0821 0463-31-4703有限会社みやま薬局　鈴木　衣乃里 平26.10. 1 薬局
     平薬38 平塚市黒部丘２－５２ 常　勤:    1代表取締役　勝山　智 移動 現存
     (薬       1)之 平26.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2526200,043.8 サイトウ薬局 〒254-0073 0463-22-0086齊藤　克子 齊藤　健一郎 平19. 7.28 薬局
     平薬43 平塚市西八幡２－１０－３５ 常　勤:    2 移動 現存
     (薬       2) 平25. 7.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2527200,057.8 西口薬局 〒254-0043 0463-21-6985有限会社西口薬局　代栗原　路子 昭54. 7. 1 薬局
     平薬57 平塚市紅谷町１４－２４ 常　勤:    2表取締役　栗原　路子 現存
     (薬       2) 平24. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2528200,071.9 赤星薬局 〒254-0046 0463-31-0448赤星　哲郎 二宮　法子 昭57. 5. 1 薬局
     平薬71 平塚市立野町２９－１９ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2529200,075.0 有限会社　岡本薬局 〒254-0042 0463-21-0178有限会社岡本薬局　代渡邊　公仁子 昭58.10. 1 薬局
     平薬75 平塚市明石町９－５ 常　勤:    2表取締役　岡本　俊恵 現存
     (薬       2) 平22.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2530200,081.8 湘南調剤薬局 〒254-0034 0463-23-5654有限会社湘南調剤薬局中村　由紀子 平 9. 8. 5 薬局
     平薬81 平塚市宝町１２－１８ 常　勤:    1　代表取締役　中村　 移動 現存
     (薬       1)由紀子 平24. 8. 5
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2531200,082.6 有限会社衛生堂薬局 〒254-0044 0463-21-0620（有）衛生堂薬局　代橋本　千鶴子 昭59.11.15 薬局
     平薬82 平塚市錦町２－２５ 常　勤:    1表取締役　加川　秀男 現存
     (薬       1) 平23.11.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2532200,084.2 すみれ薬局 〒259-1216 0463-31-6699（有）すみれ薬局　代川井　邦男 昭60. 3. 1 薬局
     平薬84 平塚市入野２８７－６ 常　勤:    2表取締役　川井　邦男 現存
     (薬       2) 平24. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2533200,086.7 東銀座薬局　平塚支店〒254-0807 0463-23-3939株式会社　東銀座薬局滝澤　健一 平19. 3.11 薬局
     平薬86 平塚市代官町２１－４ 常　勤:    4　代表取締役　岩渕　 移動 現存
     (薬       4)武志 平25. 3.11
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2534200,087.5 薬樹薬局　よこうち 〒254-0002 0463-55-9080薬樹株式会社　代表取出口　雅之 平10. 7. 1 薬局
     平薬87 平塚市横内２７３０－３アオイビ常　勤:    4締役　小森　雄太 その他 現存
     レッジ湘南１０３ (薬       4) 平22. 7. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2535200,088.3 東銀座薬局あさひ支店〒254-0903 0463-33-3977株式会社東銀座薬局　二見　とも子 昭61.10.15 薬局
     平薬88 平塚市河内３４３－１１ 常　勤:    2代表取締役　岩渕　武 現存
     (薬       2)志 平22.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2536200,091.7 シオン薬局　ラスカ店〒254-0034 0463-23-4671株式会社　シオンドラ重松　照子 平24. 2. 1 薬局
     平薬91 平塚市宝町１－１　湘南ステーシ常　勤:    1ッグ　代表取締役　重 移動 現存
     ョンビル（ラスカ）３Ｆ (薬       1)谷　美子 平24. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
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 2537200,094.1 快心堂薬局 〒254-0046 0463-33-4668（有）マット　代表取中間庭　久江 昭62.12. 1 薬局
     平薬94 平塚市立野町３２－１６ 常　勤:    1締役　片倉　純 現存
     (薬       1) 平23.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2538200,095.8 有限会社　一星堂薬局〒254-0042 0463-21-1507有限会社一星堂薬局　本多　友子 平17.12.30 薬局
     平薬95 平塚市明石町１４－８ 常　勤:    2代表取締役　宇土　良 移動 現存
     (薬       2)治 平23.12.30
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2539200,097.4 有限会社　紅谷調剤薬〒254-0043 0463-24-0280有限会社紅谷調剤薬局渡辺　功 平18.11.11 薬局
     平薬97 局 平塚市紅谷町１３－５ 常　勤:    2　代表取締役　陶山　 移動 現存
     (薬       2)英治 平24.11.11
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2540200,102.2 シオン薬局高村店 〒254-0904 0463-35-2593株式会社シオンドラッ浅野　紀子 平 2. 5. 1 薬局
     平薬102 平塚市根坂間２１８－７ 常　勤:    1グ　代表取締役　重谷 現存
     (薬       1)　美子 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2541200,103.0 ひかり薬局 〒254-0824 0463-31-3883株式会社ひかり薬局　片山　周也 平 3. 1. 1 薬局
     平薬103 平塚市花水台２９－８ 常　勤:    2片山　周也 現存
     (薬       2) 平24. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2542200,111.3 カネコ薬局 〒254-0077 0463-32-7703（有）金子薬局　代表金子　真之 平 4. 9. 1 薬局
     平薬111 平塚市東中原１－１５－７ 常　勤:    1取締役　金子　真之 現存
     (薬       1) 平22. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2543200,112.1 松が丘調剤薬局 〒254-0077 0463-35-8931有限会社金子薬局　代金子　清子 平 4. 9. 1 薬局
     平薬112 平塚市東中原１－１９－１７ 常　勤:    3表取締役　金子　真之 現存
     (薬       3) 平22. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2544200,115.4 株式会社　あさひ薬局〒254-0046 0463-36-7035株式会社　あさひ薬局露木　裕 平 5. 6. 1 薬局
     平薬115 立野店 平塚市立野町３４－５ 常　勤:    6　代表取締役　小山　 新規 現存
     (薬       6)英敏 平23. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
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 2545200,116.2 有限会社　ユーコー調〒254-0043 0463-24-3882有限会社　ユーコー調髙橋　洋子 平20. 3.17 薬局
     平薬116 剤薬局 平塚市紅谷町１６－７ 常　勤:    2剤薬局　代表取締役　 移動 現存
     (薬       2)勝間　優子 平26. 3.17
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2546200,117.0 有限会社つかさ薬局 〒254-0811 0463-24-1150有限会社つかさ薬局　中田　剛 平 5. 9.15 薬局
     平薬117 平塚市八重咲町２５－８ 常　勤:    1代表取締役　赤澤　賢 新規 現存
     (薬       1)司 平23. 9.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2547200,118.8 調剤今井薬局 〒254-0045 0463-35-4717（有）今井薬局　代表長津　奈緒美 平 6. 1. 1 薬局
     平薬118 平塚市見附町３－８ 常　勤:    2取締役　今井　直 新規 現存
     (薬       2) 平24. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2548200,120.4 株式会社アサヒファー〒254-0062 0463-35-4711株式会社アサヒファー 見　聡士 平 6. 4.15 薬局
     平薬120 マシー追分薬局 平塚市富士見町８－４６ 常　勤:    7マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       7)堀之内　仁 平24. 4.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2549200,126.1 東明薬局平塚店 〒254-0047 0463-33-4976株式会社あさひ東明薬金井　伸子 平 7. 3. 1 薬局
     平薬126 平塚市追分８－７ 常　勤:    1局　代表取締役　志氣 新規 現存
     (薬       1)　保子 平22. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2550200,128.7 平塚シティ薬局 〒254-0062 0463-36-8212有限会社　シティ薬局山口　久美子 平 7. 8. 1 薬局
     平薬128 平塚市富士見町１０－２３ 常　勤:    3　取締役　浅野　昌弘 新規 現存
     (薬       3) 平22. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2551200,130.3 ひかり薬局　徳延店 〒254-0902 0463-34-8976株式会社ひかり薬局　田口　伸 平 7.10.15 薬局
     平薬130 平塚市徳延２２６－１ 常　勤:    2代表取締役　片山　隆 新規 現存
     (薬       2)博 平22.10.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2552204,000.4 コスモ薬局　平塚店 〒254-0811 0463-74-6211株式会社イジマ　代表北井　りか 平25.11. 1 薬局
     平薬4000 平塚市八重咲町１９－２３ 常　勤:    1取締役　伊島　政克 新規 現存
     (薬       1) 平25.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2553204,001.2 スギ薬局　平塚店 〒254-0052 0463-73-6840株式会社スギ薬局　代森　邦明 平26. 1. 1 薬局
     平薬4001 平塚市平塚２－１３－２１ 常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平26. 1. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2554204,002.0 犬坊薬局Ｄ．Ｓ．ひま〒259-1216 0463-35-5539株式会社ファーマみら兵藤　大介 平25.11. 1 薬局
     平薬4002 わり 平塚市入野１３９－１ 常　勤:    1い　代表取締役　佃　 交代 現存
     (薬       1)敏之 平25.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2555204,003.8 メディスンショップ湘〒254-0042 0463-25-3275株式会社神央薬局　代田所　政憲 平26. 1. 1 薬局
     平薬4003 南平塚明石薬局 平塚市明石町１３－２３ 常　勤:    1表取締役　田所　政憲 交代 現存
     (薬       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2556204,004.6 アーク薬局 〒254-0035 0463-25-1377株式会社アーク　代表岩元　健壽 平26. 3. 1 薬局
     平薬4004 平塚市宮の前５－１９ロアールハ常　勤:    1取締役　有銘　兼太 交代 現存
     イツ１Ｆ (薬       1) 平26. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2557204,005.3 アーク薬局　センター〒254-0035 0463-86-6770株式会社アーク　代表西村　洋司 平26. 4. 1 薬局
     平薬4005 店 平塚市宮の前３－９－１０３ 常　勤:    1取締役　有銘　兼太 新規 現存
     (薬       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2558204,006.1 くるみ薬局 〒254-0065 0463-79-8803株式会社いずみ薬局　川久保　香代子 平26. 5. 1 薬局
     平薬4006 平塚市南原１－２５－５ 常　勤:    1代表取締役　川久保　 新規 現存
     (薬       1)真幸 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2559208,131.3 望星平塚薬局 〒254-0062 0463-33-1193株式会社　望星薬局　川嶋　巌 平 7.12. 1 薬局
     平薬131 平塚市富士見町８－４４ 常　勤:    6代表取締役　吉本　旬 新規 現存
     (薬       6)志 平22.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2560208,134.7 さくら薬局 〒259-1205 0463-59-5317有限会社　さくら薬品福島　恵太 平 9. 3. 1 薬局
     平薬134 平塚市土屋字二枡免１４０３－７常　勤:    2　代表取締役　福島　 新規 現存
     (薬       2)敏 平24. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2561208,137.0 富士見薬局　中原店 〒254-0075 0463-33-7321髙岡　美代子 髙岡　美代子 平 9. 5. 1 薬局
     平薬137 平塚市中原３－１７－７ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2562208,138.8 有限会社ソエダ薬局ヒ〒254-0905 0463-59-0569有限会社　ソエダ薬局添田　雅伸 平14. 1.29 薬局
     平薬138 ナタベルファーマシー平塚市日向岡１－７－１２ 常　勤:    2　代表取締役　添田　 移動 現存
     (薬       2)雅伸 平26. 1.29
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2563208,139.6 株式会社　平塚中郡薬〒254-0065 0463-31-2111株式会社　平塚中郡薬相馬　滋子 平 9. 9.15 薬局
     平薬139 剤師会支援センター薬平塚市南原１－２０－２３ 常　勤:    7剤師会支援センター薬 新規 現存
     局 (薬       7)局　代表取締役　若松 平24. 9.15
     非常勤:    3　邦明
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2564208,140.4 健光堂薬局旭店 〒254-0913 0463-31-5820有限会社　健光堂薬局 平10. 1. 1 薬局
     平薬140 平塚市万田６８－２ 常　勤:    1　代表取締役　桒野　 新規 現存
     (薬       1)正義 平22. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2565208,142.0 （株）スズヤ薬局　見〒254-0045 0463-37-2525株式会社スズヤ　代表馬鳥　みさ 平10. 3.15 薬局
     平薬142 附町店 平塚市見附町７－１２ 常　勤:    1取締役　鈴木　恒子 新規 現存
     (薬       1) 平22. 3.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2566208,147.9 サカエ薬局 〒254-0811 0463-24-3677有限会社　サカエ薬局南雲　祐子 平10.10. 1 薬局
     平薬147 平塚市八重咲町１５－２０ 常　勤:    2　代表取締役　南雲　 新規 現存
     (薬       2)祐子 平22.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2567208,148.7 あおぞら調剤薬局 〒254-0824 0463-37-1320有限会社　あおぞら調阿部　龍樹 平10.10.15 薬局
     平薬148 平塚市花水台２２－１０ 常　勤:    2剤薬局　取締役　阿部 新規 現存
     (薬       2)　龍樹 平22.10.15
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 2568208,152.9 はら薬局平塚店 〒254-0811 0463-27-1666有限会社　はら薬局　原　賢一 平11. 8. 1 薬局
     平薬152 平塚市八重咲町３－３２ 常　勤:    2取締役　原　賢一 新規 現存
     (薬       2) 平23. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2569208,153.7 コスモ薬局 〒254-0902 0463-35-5325有限会社　コスモ薬局坂本　綾子 平11. 9. 1 薬局
     平薬153 平塚市徳延３５８－１ 常　勤:    2　代表取締役　南部　 新規 現存
     (薬       2)優子 平23. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2570208,164.4 東銀座薬局　真土支店〒254-0018 0463-51-5850株式会社　東銀座薬局吉田　康子 平14. 2. 1 薬局
     平薬164 平塚市東真土４－９－３１ 常　勤:    3　代表取締役　岩渕　 新規 現存
     (薬       3)武志 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2571208,165.1 にしき薬局 〒254-0044 0463-25-6045有限会社　紅谷調剤薬里見　佳美 平14. 2. 1 薬局
     平薬165 平塚市錦町７－１６サンヒルズ湘常　勤:    3局　代表取締役　陶山 新規 現存
     南１０２ (薬       3)　英治 平26. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2572208,166.9 昌平堂薬局 〒254-0813 0463-21-3336有限会社　昌平堂薬局笠原　民子 平18. 9.17 薬局
     平薬166 平塚市袖ケ浜１４－１６ 常　勤:    1　代表取締役　笠原　 移動 現存
     (薬       1)民子 平24. 9.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2573208,168.5 みつばち薬局平塚店 〒254-0019 0463-55-5282有限会社たつや　代表菅井　沙織 平15. 4. 1 薬局
     平薬168 平塚市西真土１－７－２１ 常　勤:    2取締役　田中　利幸 新規 現存
     (薬       2) 平21. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2574208,169.3 湘南平塚薬局 〒254-0035 0463-25-2650株式会社　孝栄　代表西尾　豊隆 平15. 4.15 薬局
     平薬169 平塚市宮の前６－２ 常　勤:    1取締役　阿部　孝紀 新規 現存
     (薬       1) 平21. 4.15
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2575208,170.1 アプリ薬局 〒254-0075 0463-33-7980有限会社　メディカル髙橋　廉明 平15. 5. 1 薬局
     平薬170 平塚市中原１－１５－１４ 常　勤:    2キュア　取締役　佐々 新規 現存
     (薬       2)木　泰宏 平21. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2576208,171.9 江南薬局 〒259-1212 0463-58-1085有限会社あみこす湘南奥谷　和義 平15.11. 1 薬局
     平薬171 平塚市岡崎４４１４－２ 常　勤:    1　代表取締役　奥谷　 組織変更 現存
     (薬       1)和義 平21.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2577208,172.7 中原薬局 〒254-0075 0463-30-0525株式会社　筑後　代表桐生　康広 平16. 4. 1 薬局
     平薬172 平塚市中原２－４－４５ 常　勤:    2取締役　大神　甫 新規 現存
     (薬       2) 平22. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2578208,174.3 陽だまり松風調剤薬局〒254-0813 0463-24-0677有限会社メディケア　柳澤　信行 平16.10. 1 薬局
     平薬174 平塚市袖ケ浜１－２ 常　勤:    1代表取締役　木野　篤 新規 現存
     (薬       1) 平22.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2579208,176.8 かんの薬局 〒259-1201 0463-58-7508有限会社グリーンウェ菅野　尊子 平17. 1. 1 薬局
     平薬176 平塚市南金目１０６０－９ 常　勤:    3イ　代表取締役　菅野 新規 現存
     (薬       3)　道行 平23. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2580208,177.6 アイリス薬局 〒254-0052 0463-34-0039有限会社アイリス薬局今井　和成 平17. 4. 1 薬局
     平薬177 平塚市平塚５－２２－３２ 常　勤:    2　代表取締役　今井　 新規 現存
     (薬       2)和成 平23. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2581208,178.4 みやま薬局　平塚２丁〒254-0052 0463-36-3681有限会社みやま薬局　勝山　智之 平17. 4. 1 薬局
     平薬178 目店 平塚市平塚２－１２－１３ 常　勤:    1代表取締役　勝山　智 新規 現存
     (薬       1)之 平23. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2582208,179.2 こぐま薬局 〒254-0074 0463-37-4404株式会社　新医療総合神林　弾 平17. 4.15 薬局
     平薬179 平塚市大原３－３１ 常　勤:    3研究所　代表取締役　 新規 現存
     (薬       3)吉成　明子 平23. 4.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2583208,182.6 きく薬局 〒254-0014 0463-51-4127株式会社　ボニー　代六倉　哲茂 平17. 8. 1 薬局
     平薬182 平塚市四之宮５－２０－３ 常　勤:    1表取締役　松村　聰 新規 現存
     (薬       1) 平23. 8. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2584208,183.4 平塚南口薬局 〒254-0807 0463-20-2680株式会社富士薬品　代露木　洋 平17. 9. 1 薬局
     平薬183 平塚市代官町９－２６ 常　勤:    2表取締役社長　高柳　 新規 現存
     (薬       2)昌幸 平23. 9. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2585208,187.5 クリエイト薬局　平塚〒254-0061 0463-37-4805株式会社クリエイトエ谷口　いつ子 平17.12. 1 薬局
     平薬187 御殿店 平塚市御殿１－２８－５ 常　勤:    7ス・ディー　代表取締 新規 現存
     (薬       7)役　廣瀨　泰三 平23.12. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2586208,188.3 たるもと薬局　平塚店〒254-0061 0463-33-5177有限会社たるもと薬局樽本　由美子 平17.12.15 薬局
     平薬188 平塚市御殿３－３－３４ 常　勤:    1　取締役　樽本　浩宣 新規 現存
     (薬       1) 平23.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2587208,191.7 サンドラッグ平塚夕陽〒254-0806 0463-24-8033株式会社　サンドラッ杉山　豪 平19. 3.15 薬局
     平薬191 ヶ丘薬局 平塚市夕陽ケ丘６２－１ 常　勤:    1グ　代表取締役　赤尾 新規 現存
     (薬       1)　主哉 平25. 3.15
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2588208,192.5 かもめ薬局　平塚店 〒254-0902 046-337-2233トライアドジャパン株諸井　将智 平19. 4. 1 薬局
     平薬192 平塚市徳延３０６－３９ 常　勤:    3式会社　代表取締役　 新規 現存
     (薬       3)竹内　尚子 平25. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2589208,193.3 湘南２０１薬局　平塚〒254-0013 0463-51-5511有限会社　ファルマシ村井　美和 平19. 5. 1 薬局
     平薬193 店 平塚市田村５－５－２２ 常　勤:    1ー企画　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)村井　和俊 平25. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2590208,194.1 クリエイト薬局　平塚〒259-1216 0463-37-3950株式会社　クリエイト木下　陽一 平19. 5. 1 薬局
     平薬194 入野店 平塚市入野１４７－３ 常　勤:    5エス・ディー　代表取 新規 現存
     (薬       5)締役　廣瀨　泰三 平25. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2591208,195.8 きく薬局　八千代店 〒254-0032 0463-26-6696株式会社　ボニー　代佐塚　光紀 平19. 7. 1 薬局
     平薬195 平塚市八千代町１４－１５ 常　勤:    1表取締役　松村　聰 新規 現存
     (薬       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2592208,196.6 あおば薬局 〒254-0046 0463-36-5558法本　博幸 土方　亨 平19. 7. 1 薬局
     平薬196 平塚市立野町１７－３５ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2593208,197.4 なかざと薬局 〒254-0054 0463-36-8020有限会社　あかね調剤村山　葉子 平19. 7.15 薬局
     平薬197 平塚市中里２１－３０ 常　勤:    1薬局　代表取締役　柏 新規 現存
     (薬       1)崎　麻里 平25. 7.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2594208,198.2 ヤマグチ薬局　平塚北〒254-0033 0463-20-5556株式会社　ヤマグチ薬長倉　純子 平19.10. 1 薬局
     平薬198 口店 平塚市老松町５－３ 常　勤:    4局　代表取締役　山口 新規 現存
     (薬       4)　重雄 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2595208,199.0 薬樹薬局　とくのぶ 〒254-0902 0463-37-5651薬樹　株式会社　代表梅木　一彦 平19.11. 1 薬局
     平薬199 平塚市徳延５７５－７　海野ビル常　勤:    3取締役　小森　雄太 新規 現存
     １階Ｄ号室 (薬       3) 平25.11. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2596208,200.6 はまゆう薬局　平塚店〒254-0084 0463-37-5235有限会社　はまゆう薬張　順吉（玉岡順吉）平19.11. 1 薬局
     平薬200 平塚市南豊田２６－５ 常　勤:    1局　代表取締役　米澤 新規 現存
     (薬       1)　義雄 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2597208,201.4 シオン薬局　中原店 〒254-0075 0463-33-9393株式会社　シオンドラ神原　惠子 平22. 5. 1 薬局
     平薬201 平塚市中原２－２１－２０ 常　勤:    1ッグ　代表取締役　重 移動 現存
     (薬       1)谷　美子 平22. 5. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2598208,202.2 平塚中郡薬剤師会　保〒254-0082 0463-55-2193公益社団法人　平塚中平本　要 平20. 4. 1 薬局
     平薬202 健センター薬局 平塚市東豊田４４８－３ 常　勤:    1郡薬剤師会　会長　今 新規 現存
     (薬       1)井　裕久 平26. 4. 1
     非常勤:   45
     (薬      45)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2599208,203.0 シオン薬局　諏訪店 〒254-0063 0463-32-5740株式会社　シオンドラ八田　育子 平20. 4. 1 薬局
     平薬203 平塚市諏訪町２５－９ 常　勤:    1ッグ　代表取締役　重 新規 現存
     (薬       1)谷　美子 平26. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2600208,204.8 クリエイトエス・ディ〒254-0075 0463-37-5691株式会社　クリエイト菅野　亮 平20. 4.15 薬局
     平薬204 ー平塚中原店薬局 平塚市中原２－４－３６ 常　勤:    5エス・ディー　代表取 新規 現存
     (薬       5)締役　廣瀨　泰三 平26. 4.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2601208,205.5 ヤマグチ薬局　平塚真〒259-1206 0463-50-3227株式会社　ヤマグチ薬嶋崎　信宏 平20. 7. 1 薬局
     平薬205 田店 平塚市真田１－２０－９Ａ＆Ａビ常　勤:    1局　代表取締役　山口 新規 現存
     ル１階 (薬       1)　重雄 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2602208,209.7 メディスンショップ　〒254-0018 0463-54-7168有限会社　ＧＥＮＫＩ青木　香裕子 平20.12. 1 薬局
     平薬209 湘南平塚真土薬局 平塚市東真土４－９－２８ 常　勤:    4堂　代表取締役　德永 交代 現存
     (薬       4)　勇雄 平20.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2603208,212.1 アプリ薬局　海岸店 〒254-0814 0463-71-6358有限会社　メディカル石川　真由美 平21. 4. 1 薬局
     平薬212 平塚市龍城ケ丘３－３８ 常　勤:    2キュア　取締役　佐々 新規 現存
     (薬       2)木　泰宏 平21. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2604208,213.9 株式会社　ツインライ〒254-0812 0463-71-6700株式会社　ツインライ 田　幸弥 平21. 4. 1 薬局
     平薬213 フ　平塚薬局 平塚市松風町１１－１１ 常　勤:    1フ　代表取締役　齋藤 新規 現存
     (薬       1)　幹夫 平21. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2605208,215.4 みやま薬局　支店 〒254-0035 0463-20-5727有限会社　みやま薬局勝山　祥子 平21. 7. 1 薬局
     平薬215 平塚市宮の前７－２ 常　勤:    1　代表取締役　勝山　 新規 現存
     (薬       1)智之 平21. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2606208,218.8 四之宮薬局 〒254-0014 0463-73-5607株式会社ネクサス　代三觜　太郎 平26. 6. 1 薬局
     平薬218 平塚市四之宮１－３－４９ 常　勤:    1表取締役　阿部　孝紀 移動 現存
     (薬       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2607208,219.6 クリエイト薬局　平塚〒254-0055 0463-37-4534株式会社　クリエイト入交　理恵子 平21.12. 1 薬局
     平薬219 桜ヶ丘店 平塚市上平塚１－７０ 常　勤:    3エス・ディー　代表取 新規 現存
     (薬       3)締役　廣瀨　泰三 平21.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2608208,220.4 メディスンショップ湘〒254-0811 0463-25-5330有限会社　ＧＥＮＫＩ大﨑　俊啓 平22. 2. 1 薬局
     平薬220 南平塚南口薬局 平塚市八重咲町２－５ＮＹビル１常　勤:    4堂　代表取締役　德永 交代 現存
     Ｆ (薬       4)　勇雄 平22. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2609208,223.8 さくら薬局　平塚岡崎〒259-1212 0463-50-3140クラフト　株式会社　伊東　仁和 平22. 4. 1 薬局
     平薬223 店 平塚市岡崎３５３４－１ 常　勤:    3代表取締役　大塚　吉 交代 現存
     (薬       3)史 平22. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2610208,224.6 たから薬局 〒254-0034 0463-73-7856有限会社　紅谷調剤薬福崎　もと子 平22. 5. 1 薬局
     平薬224 平塚市宝町１０－１１ 常　勤:    1局　代表取締役　陶山 新規 現存
     (薬       1)　英治 平22. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2611208,227.9 建幸薬局 〒254-0046 0463-36-0656株式会社　ニチセイ　赤井　祥子 平22. 9. 1 薬局
     平薬227 平塚市立野町１０－５ 常　勤:    1代表取締役　三堀　正 交代 現存
     (薬       1)人 平22. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2612208,228.7 みつけ調剤薬局 〒254-0045 0463-35-0892株式会社　ニチセイ　黒澤　達也 平23. 6. 1 薬局
     平薬228 平塚市見附町９－１３ 常　勤:    1代表取締役　三堀　正 移動 現存
     (薬       1)人 平23. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2613208,229.5 さくら調剤中原薬局 〒254-0075 0463-34-0132有限会社さくら薬品　堀部　由貴子 平23. 4. 1 薬局
     平薬229 平塚市中原２－１５－２ 常　勤:    1代表取締役　福島　敏 新規 現存
     (薬       1) 平23. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2614208,233.7 グリーン薬局 〒259-1206 0463-50-3447ラベルテマネージメン水落　大介 平24. 3. 1 薬局
     平薬233 平塚市真田２－６－２５ 常　勤:    1ト株式会社　代表取締 交代 現存
     (薬       1)役　水落　大介 平24. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2615208,234.5 とまと薬局平塚店 〒254-0036 046-375-9382株式会社　クラスター澤山　真也 平24. 4. 1 薬局
     平薬234 平塚市宮松町６‐５ 常　勤:    1メディカル　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　佐藤　眞一 平24. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2616208,235.2 新成堂薬局　平塚南原〒254-0065 0463-71-5822株式会社　新成堂　代今井　郁弥 平24. 4. 1 薬局
     平薬235 店 平塚市南原１－２０－９ 常　勤:    1表取締役　新関　一成 新規 現存
     (薬       1) 平24. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2617208,236.0 広川薬局 〒259-1219 0463-50-2525株式会社ＲＹ　代表取東海林　恵美子 平24. 4. 1 薬局
     平薬236 平塚市広川８４６－１ 常　勤:    1締役　阿部　好恵 交代 現存
     (薬       1) 平24. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2618208,237.8 おかざき薬局 〒259-1212 0463-59-4110株式会社　ＲＹ　代表二宮　良美 平24. 4. 1 薬局
     平薬237 平塚市岡崎５９５０－３ 常　勤:    1取締役　阿部　好恵 交代 現存
     (薬       1) 平24. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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 2619208,238.6 クオール薬局平塚四之〒254-0014 0463-25-0230クオール株式会社　代末吉　篤史 平24. 4. 1 薬局
     平薬238 宮店 平塚市四之宮２－２１－２２ 常　勤:    4表取締役　中村　勝 交代 現存
     (薬       4) 平24. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2620208,239.4 アイン薬局　平塚店 〒254-0064 0463-30-6166株式会社アインファー平山　美里 平24. 8. 1 薬局
     平薬239 平塚市達上ケ丘１３－２３ 常　勤:    6マシーズ　代表取締役 交代 現存
     (薬       6)　大谷　喜一 平24. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2621208,240.2 さくら薬局　平塚東真〒254-0018 0463-55-3241クラフト株式会社　代中澤　明恵 平24. 8. 1 薬局
     平薬240 土店 平塚市東真土４－１９－６ 常　勤:    1表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     (薬       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2622208,242.8 みずほ薬局 〒259-1207 0463-50-3240クラフト株式会社　代古 　尚子 平24. 8. 1 薬局
     平薬242 平塚市北金目２－３６－１６　 常　勤:    3表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     (薬       3) 平24. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2623208,243.6 エービーシー薬局 〒254-0902 0463-37-5388クラフト株式会社　代野間口　祐紀 平24. 8. 1 薬局
     平薬243 平塚市徳延７４４－３ 常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     (薬       2) 平24. 8. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2624208,244.4 株式会社ツインライフ〒254-0915 0463-75-8756株式会社ツインライフ髙山　ちひろ 平25. 1. 1 薬局
     平薬244 　いでなわ薬局 平塚市出縄９２－３ 常　勤:    1　代表取締役　齋藤　 新規 現存
     (薬       1)幹夫 平25. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2625208,245.1 ローソンクオール薬局〒254-0016 0463-25-4089クオール株式会社　代加藤　靖啓 平25. 2. 1 薬局
     平薬245 平塚八幡入口店 平塚市東八幡１－２－５ 常　勤:    1表取締役　中村　勝 新規 現存
     (薬       1) 平25. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2626208,246.9 あかり薬局 〒254-0811 0463-79-8127株式会社あかり薬局　伊藤　聡子 平25. 4. 1 薬局
     平薬246 平塚市八重咲町１３－１サクセス常　勤:    1代表取締役　京奥　眞 新規 現存
     湘南八重咲ビル１０２ (薬       1)弓 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2627208,247.7 らいおん薬局 〒254-0065 0463-79-5730鈴木　蔵人 石村　亮 平25. 7. 1 薬局
     平薬247 平塚市南原２－１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2628208,248.5 くすのき薬局 〒254-0807 0463-20-5910一般社団法人メディホ中川　由里子 平25. 7. 1 薬局
     平薬248 平塚市代官町２０－２ 常　勤:    2ープかながわ　代表理 交代 現存
     (薬       2)事　木村　久美子 平25. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2629210,005.5 有限会社早川薬局 〒248-0016 0467-22-0010（有）早川薬局　代表早川　恵久 昭32.10. 1 薬局
     鎌薬5 鎌倉市長谷２－１５－２０ 常　勤:    2取締役　早川　恵久 現存
     (薬       2) 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2630210,016.2 本店田辺薬局 〒248-0014 0467-22-2512田辺　博 田辺　博 昭32.10. 1 薬局
     鎌薬16 鎌倉市由比ガ浜３－３－１６ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2631210,019.6 （有）村木薬局 〒248-0013 0467-22-0160（有）村木薬局　代表村木　茂 昭32.10. 1 薬局
     鎌薬19 鎌倉市材木座６－３－２９ 常　勤:    1取締役　村木　茂 現存
     (薬       1) 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2632210,057.6 小町薬局 〒248-0006 0467-24-0006有限会社小町薬局　代木下　陽子 昭50. 1.15 薬局
     鎌薬57 鎌倉市小町２－２－１８ 常　勤:    1表取締役　田所　重信 現存
     (薬       1) 平23. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2633210,060.0 （株）岩瀬薬局 〒247-0056 0467-44-6651株式会社　岩瀬薬局　名倉　貴美江 昭50. 3. 3 薬局
     鎌薬60 鎌倉市大船２－２６－１２ 常　勤:    1代表取締役　名倉　貴 現存
     (薬       1)美江 平23. 3. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2634210,065.9 有限会社　吉野十全堂〒248-0016 0467-22-2184有限会社吉野十全堂薬吉野　美智子 昭51. 4. 1 薬局
     鎌薬65 薬局 鎌倉市長谷１－２－４ 常　勤:    2局　代表取締役　吉野 現存
     (薬       2)　廣明 平24. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2635210,076.6 湘南薬品西カマクラ薬〒248-0033 0467-31-6697株式会社　湘南薬品　中山　阿耶佳 平21. 8.17 薬局
     鎌薬76 局 鎌倉市腰越１１７２ 常　勤:    3代表取締役　曽我　壽 移動 現存
     (薬       3)裕 平21. 8.17
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2636210,077.4 内外薬局 〒248-0012 0467-22-2430内外新薬（有）　代表宮田　和佳子 昭58.11. 1 薬局
     鎌薬77 鎌倉市御成町１１－３８ 常　勤:    2取締役　越野　進 現存
     (薬       2) 平22.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2637210,080.8 有限会社　清光堂薬局〒248-0022 0467-32-6566有限会社清光堂薬局　矢澤　清子 昭59. 5. 1 薬局
     鎌薬80 鎌倉市常盤６３８ 常　勤:    1取締役　矢澤　清子 現存
     (薬       1) 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2638210,081.6 有限会社　杉本薬局 〒247-0056 0467-46-2454（有）杉本薬局　代表杉本　敦 昭59.11.29 薬局
     鎌薬81 鎌倉市大船１－２５－３７ 常　勤:    2取締役　杉本　敦 現存
     (薬       2) 平23.11.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2639210,083.2 有限会社　小町薬局駅〒248-0006 0467-22-7775有限会社小町薬局　取田所　由美子 昭60. 5. 1 薬局
     鎌薬83 前店 鎌倉市小町１－９－３島森ビル２常　勤:    1締役　田所　裕 現存
     Ｆ (薬       1) 平24. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2640210,084.0 後藤メディカルファー〒247-0056 0467-45-1414後藤　稔 後藤　稔 昭60. 5. 1 薬局
     鎌薬84 マシー 鎌倉市大船１－２３－３１ 常　勤:    5 現存
     (薬       5) 平24. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2641210,086.5 （有）大船漢方堂薬局〒247-0061 0467-47-3311有限会社大船漢方堂薬宮地　昇 昭61. 4. 8 薬局
     鎌薬86 鎌倉市台１－３－１０ 常　勤:    2局　代表取締役　宮地 現存
     (薬       2)　昇 平22. 4. 8
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2642210,089.9 鎌倉ダルマ薬局 〒248-0006 0467-25-3879内外新薬有限会社　代矢野　聡子 平17. 3. 2 薬局
     鎌薬89 鎌倉市小町１－６－３ 常　勤:    2表取締役　越野　進 移動 現存
     (薬       2) 平23. 3. 2
     非常勤:    4
     (薬       4)
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 2643210,093.1 湘南薬品深沢薬局 〒247-0063 0467-46-0762株式会社湘南薬品　代佐川　正之 昭63.11. 1 薬局
     鎌薬93 鎌倉市梶原１－５－１２－１０１常　勤:    2表取締役　曾我　寿裕 現存
     (薬       2) 平24.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2644210,094.9 湘南カマクラ薬局 〒248-0006 0467-22-2271株式会社湘南薬品　代池田　さなえ 平元. 8.15 薬局
     鎌薬94 鎌倉市小町１－３－７ 常　勤:    1表取締役　曾我　寿裕 現存
     (薬       1) 平22. 8.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2645210,097.2 薬樹薬局　北山 〒247-0056 0467-46-4410薬樹株式会社　代表取和田　真澄 平10. 7. 1 薬局
     鎌薬97 鎌倉市大船２－１７－２３増田ビ常　勤:    2締役　小森　雄太 その他 現存
     ル１Ｆ (薬       2) 平22. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2646210,098.0 比留川薬局 〒248-0007 0467-22-2106比留川　優 比留川　優 平 3. 3.30 薬局
     鎌薬98 鎌倉市大町２－２－９ 常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平24. 3.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2647210,101.2 セキファーマシー 〒247-0071 0467-48-3395有限会社　関薬局　代関　彰彦 平24. 5. 6 薬局
     鎌薬101 鎌倉市玉縄１－５－１ 常　勤:    1表取締役　関　彰彦 移動 現存
     (薬       1) 平24. 5. 6
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2648210,103.8 鎌倉ファーマシー御成〒248-0012 0467-23-5675有限会社鎌倉ファーマ日浅　裕子 平 4. 4. 1 薬局
     鎌薬103 薬局 鎌倉市御成町４－４０ 常　勤:    3シー　代表取締役　関 現存
     (薬       3)野　洋子 平22. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2649210,104.6 すみれ中央薬局鎌倉店〒248-0027 0467-32-6080株式会社エルマノ　代鈴木　大介 平 4. 8. 1 薬局
     鎌薬104 鎌倉市笛田２－１－４０ 常　勤:    4表取締役　野間　智彦 現存
     (薬       4) 平22. 8. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2650210,108.7 大町薬局 〒248-0007 0467-23-1234有限会社　エース商事川崎　相子 平 5.10.15 薬局
     鎌薬108 鎌倉市大町２－９－１３ 常　勤:    2　代表取締役　川崎　 新規 現存
     (薬       2)相子 平23.10.15



 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

［平成26年11月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成26年11月 4日作成   358 頁

 2651210,111.1 髙木薬局 〒248-0033 0467-32-2892髙木　明 髙木　明 平 6. 3.15 薬局
     鎌薬111 鎌倉市腰越３－７－２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2652210,112.9 有限会社メディカルウ〒247-0055 0467-44-0182有限会社　メディカル小宮　賢一 平 9.10.27 薬局
     鎌薬112 ィング　つばさ薬局 鎌倉市小袋谷２－２－３７ 常　勤:    5ウィング　代表取締役 移動 現存
     (薬       5)　小宮　賢一 平24.10.27
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2653210,113.7 薬局湘南薬品ラポール〒248-0035 0467-32-4623株式会社　湘南薬品　竹田　沙絵子 平 7. 6.15 薬局
     鎌薬113 西鎌倉 鎌倉市西鎌倉１－１９－１３ 常　勤:    2代表取締役　曾我　寿 新規 現存
     (薬       2)裕 平22. 6.15
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2654214,000.2 クリエイト薬局鎌倉玉〒247-0071 0467-42-7750株式会社クリエイトエ末永　裕美子 平25.11. 1 薬局
     鎌薬4000 縄店 鎌倉市玉縄１－１６－１ 常　勤:    2ス・ディー　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　廣瀨　泰三 平25.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2655214,001.0 りんどう薬局 〒248-0006 0467-61-0420株式会社ファーマみら佐藤　萌 平25.11. 1 薬局
     鎌薬4001 鎌倉市小町１－６－５小町第２ビ常　勤:    4い　代表取締役　佃　 交代 現存
     ル (薬       4)敏之 平25.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2656214,002.8 モリファーマシー　大〒247-0056 0467-43-3550株式会社ファーマみら古川　直子 平25.11. 1 薬局
     鎌薬4002 船一丁目店 鎌倉市大船１－２６－２７ 常　勤:    3い　代表取締役　佃　 交代 現存
     (薬       3)敏之 平25.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2657214,003.6 グリーン薬局　大船中〒247-0056 0467-46-2030株式会社ファーマみら大塚　有紀 平25.11. 1 薬局
     鎌薬4003 央店 鎌倉市大船２－１４－２１ 常　勤:    3い　代表取締役　佃　 交代 現存
     (薬       3)敏之 平25.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2658214,004.4 でんえん調剤薬局　山〒247-0066 0467-46-1205株式会社ファーマみら峯崎　あり沙 平25.11. 1 薬局
     鎌薬4004 崎店 鎌倉市山崎１１９５－１ 常　勤:    3い　代表取締役　佃　 交代 現存
     (薬       3)敏之 平25.11. 1
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 2659214,005.1 でんえん調剤薬局 〒247-0072 0467-42-6371株式会社ファーマみら大嶋　久美子 平25.11. 1 薬局
     鎌薬4005 鎌倉市岡本１１８８－１ 常　勤:    3い　代表取締役　佃　 交代 現存
     (薬       3)敏之 平25.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2660214,006.9 田園薬局 〒247-0056 0467-43-2330株式会社ファーマみら柴田　康仙 平25.11. 1 薬局
     鎌薬4006 鎌倉市大船１－１０－１６ 常　勤:    7い　代表取締役　佃　 交代 現存
     (薬       7)敏之 平25.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2661214,007.7 ユキ薬局　玉縄店 〒247-0071 0467-48-6652株式会社ファーマみら髙橋　智子 平25.11. 1 薬局
     鎌薬4007 鎌倉市玉縄１－１－２９ 常　勤:    2い　代表取締役　佃　 交代 現存
     (薬       2)敏之 平25.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2662214,008.5 田園薬局仲通店 〒247-0056 0467-40-2042株式会社ファーマみら森山　直道 平25.11. 1 薬局
     鎌薬4008 鎌倉市大船１－１２－１１ 常　勤:    2い　代表取締役　佃　 交代 現存
     (薬       2)敏之 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2663214,009.3 グリーンファーマシー〒247-0056 0467-45-8740株式会社ファーマみら三浦　梢 平25.11. 1 薬局
     鎌薬4009 鎌倉市大船１－１４－１９ 常　勤:    2い　代表取締役　佃　 交代 現存
     (薬       2)敏之 平25.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2664214,010.1 こぶくろや薬局 〒247-0055 0467-43-2170株式会社オリーブ薬局河田　珠江 平26. 4. 1 薬局
     鎌薬4010 鎌倉市小袋谷２－１７－７ 常　勤:    1　代表取締役　河田　 交代 現存
     (薬       1)珠江 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2665214,011.9 オアシス薬局　深沢店〒247-0063 0467-42-7222株式会社メディレクシ板垣　里美 平26. 6. 1 薬局
     鎌薬4011 鎌倉市梶原１－６－１０ 常　勤:    2ョン　代表取締役　寺 新規 現存
     (薬       2)杣　智子 平26. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2666214,012.7 あい健薬局 〒248-0016 0467-50-0657酒井　邦子 酒井　邦子 平26. 5. 9 薬局
     鎌薬4012 鎌倉市長谷１－１５－５ 常　勤:    2 交代 現存
     (薬       2) 平26. 5. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2667214,013.5 ハックドラッグ鎌倉調〒248-0006 0467-61-1789株式会社ＣＦＳコーポ門脇　由佳子 平26. 9. 1 薬局
     鎌薬4013 剤薬局 鎌倉市小町１－５－２１　２Ｆ 常　勤:    2レーション　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　宮下　雄二 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2668214,014.3 ファーマみらい湘南岡〒247-0072 0467-55-9851株式会社ファーマみら澤田　龍二 平26.10. 1 薬局
     鎌薬4014 本薬局 鎌倉市岡本１３４３－５ 常　勤:    3い　代表取締役　佃　 新規 現存
     (薬       3)敏之 平26.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2669214,015.0 ファーマみらい由比ヶ〒248-0014 0467-38-8651株式会社ファーマみら東　弘子 平26.10. 1 薬局
     鎌薬4015 浜薬局 鎌倉市由比ガ浜２－６－２０第二常　勤:    1い　代表取締役　佃　 新規 現存
     田中ビル１Ｆ　１０１ (薬       1)敏之 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2670214,016.8 クリエイト薬局鎌倉材〒248-0013 0467-60-4341株式会社クリエイトエ嶋邑　聡 平26.10. 1 薬局
     鎌薬4016 木座店 鎌倉市材木座５－７－６ 常　勤:    1ス・ディー　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　廣瀨　泰三 平26.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2671218,117.0 ソニア調剤薬局 〒248-0012 0467-23-5959有限会社ソニア　代表松浦　知幸 平26. 3. 1 薬局
     鎌薬117 鎌倉市御成町４－１６ 常　勤:    4取締役　高橋　裕見子 移動 現存
     (薬       4) 平26. 3. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2672218,123.8 ハックドラッグ鎌倉薬〒248-0006 0467-60-1312株式会社　ＣＦＳコー松本　圭史 平 8.12.15 薬局
     鎌薬123 局 鎌倉市小町１－５ 常　勤:    6ポレーション　代表取 新規 現存
     (薬       6)締役　宮下　雄二 平23.12.15
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2673218,124.6 すばる中央薬局大町店〒248-0007 0467-23-6100株式会社　エルマノ　髙野　みどり 平22. 9.21 薬局
     鎌薬124 鎌倉市大町４－３－２２ 常　勤:    2代表取締役　野間　智 移動 現存
     (薬       2)彦 平22. 9.21
     非常勤:   11
     (薬      11)
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 2674218,125.3 有限会社　ふじみ薬局〒247-0055 0467-45-9468有限会社　ふじみ薬局柞原　教子 平17. 4. 7 薬局
     鎌薬125 鎌倉市小袋谷１－１－１ 常　勤:    1　取締役　清水　克彦 移動 現存
     (薬       1) 平23. 4. 7
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2675218,127.9 鎌倉調剤薬局 〒248-0006 0467-24-5911株式会社　鎌倉調剤薬山口　公惠 平 9. 7. 1 薬局
     鎌薬127 鎌倉市小町２－１４－９ 常　勤:    2局　代表取締役　三觜 新規 現存
     (薬       2)　貴義 平24. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2676218,128.7 すばる中央薬局大船店〒247-0056 0467-48-5855株式会社エルマノ　代堀内　睦夫 平16. 7.29 薬局
     鎌薬128 鎌倉市大船４－１８－６宮地ビル常　勤:    2表取締役　野間　智彦 移動 現存
     １Ａ (薬       2) 平22. 7.29
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2677218,132.9 鎌倉若竹薬局 〒248-0006 0467-23-6527株式会社　わかば　代吉田　洋子 平 9.12. 1 薬局
     鎌薬132 鎌倉市小町２－１３－５ 常　勤:    5表取締役　杉本　年光 新規 現存
     (薬       5) 平21.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2678218,137.8 コスモ薬局北鎌倉店 〒247-0055 0467-43-7061株式会社　イジマ　代森　栄子 平10. 4. 1 薬局
     鎌薬137 鎌倉市小袋谷２－２３－２ 常　勤:    1表取締役　伊島　政克 新規 現存
     (薬       1) 平22. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2679218,141.0 シーガル調剤薬局 〒248-0013 0467-25-6660有限会社　ベルサポー伊藤　直子 平11. 5. 1 薬局
     鎌薬141 鎌倉市材木座１－７－２５ 常　勤:    4トコーポレーション　 新規 現存
     (薬       4)代表取締役　長津　雅 平23. 5. 1
     非常勤:    4則
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2680218,145.1 誠信堂薬局 〒248-0014 0467-22-0034有限会社　誠信堂薬局奥津　均 平13.12. 1 薬局
     鎌薬145 鎌倉市由比ガ浜２－６－１３ 常　勤:    2　代表取締役　奥津　 新規 現存
     (薬       2)均 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2681218,147.7 北鎌倉薬局 〒247-0062 0467-61-4177有限会社　アトムメデ岩田　幸子 平14. 2.15 薬局
     鎌薬147 鎌倉市山ノ内１３３７－５ 常　勤:    4ィカル　代表取締役　 新規 現存
     (薬       4)後藤　とも子 平26. 2.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2682218,148.5 クララ調剤薬局 〒247-0061 0467-44-1189株式会社　文化堂　代加藤　ミヱ子 平14.11. 1 薬局
     鎌薬148 鎌倉市台５－２－３１ 常　勤:    1表取締役　加藤　ミヱ 新規 現存
     (薬       1)子 平26.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2683218,150.1 十二所薬局 〒248-0001 0467-61-3775有限会社　タカ・コー小川　亮子 平24.10.31 薬局
     鎌薬150 鎌倉市十二所６－１ 常　勤:    2ポレーション　代表取 移動 現存
     (薬       2)締役　髙橋　義利 平24.10.31
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2684218,152.7 アプリ薬局大船店 〒247-0056 0467-47-6939有限会社メディカルキ堀江　東平 平24. 7.16 薬局
     鎌薬152 鎌倉市大船２－２６－２２ 常　勤:    4ュア　取締役　佐々木 移動 現存
     (薬       4)　泰宏 平24. 7.16
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2685218,156.8 タカノ薬局鎌倉店 〒248-0027 0467-38-1180株式会社フレディ　代寺山　泰郎 平26. 8.23 薬局
     鎌薬156 鎌倉市笛田４－２５－２－Ａ 常　勤:    3表取締役　岡　豊香 移動 現存
     (薬       3) 平26. 8.23
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2686218,157.6 にしかま薬局 〒248-0035 0467-38-1240深澤　あき子 深澤　あき子 平16. 9. 1 薬局
     鎌薬157 鎌倉市西鎌倉１－２－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平22. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2687218,158.4 すばる中央薬局腰越店〒248-0033 0467-38-1601株式会社エルマノ　代竹尾　栄理子 平16.10. 1 薬局
     鎌薬158 鎌倉市腰越４－８－１ 常　勤:    2表取締役　野間　智彦 新規 現存
     (薬       2) 平22.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2688218,161.8 マリン薬局鎌倉手広店〒248-0027 0467-32-2737有限会社オザワサンプ梶山　瞳 平17. 1. 1 薬局
     鎌薬161 鎌倉市笛田１－８－１ 常　勤:    1ライズ　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)小沢　道博 平23. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2689218,168.3 テル薬局 〒248-0014 0467-61-1232有限会社テル薬局　代池田　文昭 平18. 1. 1 薬局
     鎌薬168 鎌倉市由比ガ浜３－１１－４１ 常　勤:    1表取締役　池田　文昭 組織変更 現存
     (薬       1) 平24. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2690218,169.1 マンボウ薬局　七里ガ〒248-0025 0467-62-1530有限会社　オーシャン平松　道子 平18. 3.15 薬局
     鎌薬169 浜店 鎌倉市七里ガ浜東３－１－１０ 常　勤:    2ファーマシー　代表取 交代 現存
     (薬       2)締役　武谷　久栄 平24. 3.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2691218,171.7 マリン薬局　梶原店 〒247-0063 0467-38-3088有限会社　オザワサン人見　香奈女 平18. 8. 1 薬局
     鎌薬171 鎌倉市梶原３－１２－５ 常　勤:    2プライズ　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　小沢　道博 平24. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2692218,173.3 薬局大船 〒247-0072 0467-47-1901株式会社　トマト　代池田　裕司 平19. 2. 1 薬局
     鎌薬173 鎌倉市岡本２－６－３６ 常　勤:    2表取締役　石川　健一 組織変更 現存
     (薬       2) 平25. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2693218,174.1 あおば薬局 〒248-0005 0467-23-5494有限会社　カナバヤシ金林　茂 平19. 6.15 薬局
     鎌薬174 鎌倉市雪ノ下３－１－３２ 常　勤:    2　代表取締役　金林　 新規 現存
     (薬       2)茂 平25. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2694218,175.8 クオール薬局　稲村ヶ〒248-0024 0467-22-1763クオール　株式会社　新井　芳典 平19.10. 1 薬局
     鎌薬175 崎店 鎌倉市稲村ガ崎３－３－３０ 常　勤:    2代表取締役　中村　勝 組織変更 現存
     (薬       2) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2695218,177.4 カノン薬局 〒247-0072 0467-45-7311株式会社　ファーマブ中村　亜紀子 平19.10. 1 薬局
     鎌薬177 鎌倉市岡本２－５－１１第二大観常　勤:    4リッジ　代表取締役　 組織変更 現存
     ビル１０４ (薬       4)土橋　正臣 平25.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2696218,180.8 チバ薬局 〒248-0003 0467-22-4380千葉　健生 千葉　健生 平20. 1. 1 薬局
     鎌薬180 鎌倉市浄明寺３－７－４３ 常　勤:    2 交代 現存
     (薬       2) 平26. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2697218,181.6 ピイ・エフ・ラボ　陣〒247-0073 0467-55-8815大澤　佳奈子 大澤　佳奈子 平20. 5. 1 薬局
     鎌薬181 屋坂薬局 鎌倉市植木３５６－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2698218,182.4 オレンジ薬局鎌倉店 〒248-0011 0467-61-2312株式会社　サノ・ファ山口　智子 平20. 5. 1 薬局
     鎌薬182 鎌倉市扇ガ谷１－８－９鎌工会館常　勤:    5ーマシー　代表取締役 組織変更 現存
     ビル１０８号 (薬       5)　佐野　元彦 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2699218,191.5 すばる中央薬局　笛田〒248-0027 0467-73-8255株式会社　エルマノ　岩田　敏子 平20.12. 1 薬局
     鎌薬191 店 鎌倉市笛田２－１－３４ 常　勤:    2代表取締役　野間　智 新規 現存
     (薬       2)彦 平20.12. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2700218,193.1 西鎌倉中央薬局 〒248-0035 0467-31-1919株式会社　すずき　代鈴木　浩 平21. 5.22 薬局
     鎌薬193 鎌倉市西鎌倉１－１９－１７ 常　勤:    2表取締役　鈴木　浩 組織変更 現存
     (薬       2) 平21. 5.22
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2701218,194.9 ヒロ薬局　大船店 〒247-0056 0467-42-6838株式会社ファーマみら村井　拓海 平21.10. 1 薬局
     鎌薬194 鎌倉市大船１－２７－２８ＳＴＫ常　勤:    6い　代表取締役　佃　 交代 現存
     ビル１０１ (薬       6)敏之 平21.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2702218,195.6 陽だまり薬局　鎌倉店〒248-0012 0467-23-7810有限会社　メディケア西垣　和惠 平21.12. 1 薬局
     鎌薬195 鎌倉市御成町８－４１ 常　勤:    4　代表取締役　木野　 交代 現存
     (薬       4)篤 平21.12. 1
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 2703218,196.4 さくら薬局　七里ガ浜〒248-0026 0467-39-1326クラフト株式会社　代加藤　恵梨 平22. 4. 1 薬局
     鎌薬196 店 鎌倉市七里ガ浜２－２０－１８ 常　勤:    1表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     (薬       1) 平22. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2704218,197.2 きく薬局　西鎌倉店 〒248-0033 0467-81-5031株式会社　ボニー　代池田　賢史 平22. 6. 1 薬局
     鎌薬197 鎌倉市腰越１０１６－３ 常　勤:    2表取締役　松村　聰 新規 現存
     (薬       2) 平22. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2705218,198.0 アリス薬局 〒247-0056 0467-42-3030株式会社　ファーマブ三河　太一 平22. 9. 1 薬局
     鎌薬198 鎌倉市大船１－２３－２９ 常　勤:    4リッジ　代表取締役　 新規 現存
     (薬       4)土橋　正臣 平22. 9. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2706218,200.4 アイビス薬局　手広店〒248-0036 0467-38-1710有限会社メディカルキ三富　健太 平23. 4. 1 薬局
     鎌薬200 鎌倉市手広３－１４－８　 常　勤:    1ュア　取締役　佐々木 新規 現存
     (薬       1)　泰宏 平23. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2707218,202.0 サンドラッグ鎌倉常盤〒248-0022 0467-39-1121株式会社　サンドラッ福原　直樹 平23. 7. 1 薬局
     鎌薬202 薬局 鎌倉市常盤２７６－１ 常　勤:    1グ　代表取締役　赤尾 新規 現存
     (薬       1)　主哉 平23. 7. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2708218,203.8 鎌倉のぞみ薬局 〒247-0063 0467-42-6021ケイズ株式会社　代表山下　裕子 平23. 7. 1 薬局
     鎌薬203 鎌倉市梶原２－２５－１８ 常　勤:    3取締役　佐藤　望 新規 現存
     (薬       3) 平23. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2709218,204.6 佐野薬局雪ノ下店 〒248-0005 0467-22-1101株式会社サノ・ファー田中　貴子 平23.10. 1 薬局
     鎌薬204 鎌倉市雪ノ下１－８－３９　英ビ常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     ル１号室 (薬       1)佐野　元彦 平23.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2710218,205.3 みらい薬局　大船店 〒247-0056 0467-53-8250株式会社みらい　代表武田　典子 平23.11. 1 薬局
     鎌薬205 鎌倉市大船１－１３－８ 常　勤:    1取締役　伊島　政克 新規 現存
     (薬       1) 平23.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2711218,206.1 日本調剤　大船薬局 〒247-0056 0467-40-1755日本調剤株式会社　代白川　洋平 平25.12.28 薬局
     鎌薬206 鎌倉市大船１－２２－２８パブロ常　勤:    2表取締役　三津原　博 移動 現存
     コート１Ｆ (薬       2) 平25.12.28
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2712218,209.5 アリス薬局弐番館 〒247-0056 0467-42-7701株式会社　ファーマブ奥村　大輔 平24. 6. 1 薬局
     鎌薬209 鎌倉市大船２－１６－２湘南ファ常　勤:    2リッジ　代表取締役　 新規 現存
     ーストビル１Ｆ (薬       2)土橋　正臣 平24. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2713218,210.3 鎌倉調剤センター薬局〒247-0056 0120-13-8981株式会社　エスシーグ中澤　和幸 平24. 6. 1 薬局
     鎌薬210 鎌倉市大船２－１７－８中島ビル常　勤:    5ループ　代表取締役　 交代 現存
     １Ｆ (薬       5)皿澤　康孝 平24. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2714218,211.1 湘南オアシス薬局 〒247-0072 0467-42-7666株式会社　メディレク伊藤　礼子 平24. 8. 1 薬局
     鎌薬211 鎌倉市岡本１２４１－４鎌倉ロジ常　勤:    1ション　代表取締役　 新規 現存
     ュマン店舗棟 (薬       1)寺杣　智子 平24. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2715218,212.9 和田塚薬局 〒248-0014 0467-23-8680有限会社テル薬局　代岡本　賢一 平24. 8. 1 薬局
     鎌薬212 鎌倉市由比ガ浜３－１－９ 常　勤:    2表取締役　池田　文昭 交代 現存
     (薬       2) 平24. 8. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2716218,213.7 腰越薬局 〒248-0033 0467-32-4598株式会社アインファー伊藤　健司 平24. 8. 1 薬局
     鎌薬213 鎌倉市腰越４－６－９ 常　勤:    1マシーズ　代表取締役 交代 現存
     (薬       1)　大谷　喜一 平24. 8. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2717218,214.5 うさぎ薬局　大船店 〒247-0056 0467-53-9025株式会社湘南ケアサポ渡邉　大介 平24. 7. 1 薬局
     鎌薬214 鎌倉市大船６－１－１松竹ショッ常　勤:    1ート　代表取締役　白 交代 現存
     ピングセンター２Ｆ (薬       1)石　誠一郎 平24. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2718218,215.2 すずらん薬局 〒247-0062 0467-53-9943素村　蕃彦 素村　蕃彦 平24. 9. 1 薬局
     鎌薬215 鎌倉市山ノ内７６８－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2719218,216.0 クオール薬局　大船１〒247-0056 0467-42-7789クオール株式会社　代山中　千尋 平25. 4. 1 薬局
     鎌薬216 号店 鎌倉市大船６－２－３エクセラ湘常　勤:    2表取締役　中村　勝 新規 現存
     南１０２ (薬       2) 平25. 4. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2720218,217.8 クオール薬局　大船２〒247-0056 0467-42-7689クオール株式会社　代藤田　聡 平25. 4. 1 薬局
     鎌薬217 号店 鎌倉市大船２－２４－２５ 常　勤:    2表取締役　中村　勝 新規 現存
     (薬       2) 平25. 4. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2721218,218.6 カノン薬局大船観音前〒247-0072 0467-42-8830株式会社ファーマブリ林　径一郎 平25. 4. 1 薬局
     鎌薬218 店 鎌倉市岡本２－１－１０プロシー常　勤:    1ッジ　代表取締役　土 新規 現存
     ドビル１０２ (薬       1)橋　正臣 平25. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2722218,219.4 材木座ファーマシー 〒248-0013 0467-23-8916株式会社医学研究社　風間　由美子 平25. 4. 1 薬局
     鎌薬219 鎌倉市材木座１－６－３６ 常　勤:    3代表取締役　大崎　泰 交代 現存
     (薬       3) 平25. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2723218,222.8 日本調剤　新大船薬局〒247-0056 0467-42-8931日本調剤株式会社　代中津　賢人 平25. 5. 1 薬局
     鎌薬222 鎌倉市大船２－２４－２７ 常　勤:    1表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2724218,223.6 みらい薬局　大船駅前〒247-0056 0467-33-5556株式会社みらい　代表宗形　勝 平25. 7. 1 薬局
     鎌薬223 店 鎌倉市大船１－１１－２０ 常　勤:    1取締役　伊島　政克 新規 現存
     (薬       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2725218,224.4 なの花薬局湘南鎌倉店〒247-0073 0467-33-5966株式会社サンメディッ藤澤　一磨 平25. 8. 1 薬局
     鎌薬224 鎌倉市植木６８３ 常　勤:    5ク　代表取締役　遠山 新規 現存
     (薬       5)　功 平25. 8. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2726220,020.2 （株）大島薬局 〒251-0052 0466-23-5471株式会社大島薬局　代大島　崇弘 昭32.10. 1 薬局
     藤薬20 藤沢市藤沢５２０ 常　勤:   10表取締役　大島　成五 現存
     (薬      10) 平23.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2727220,042.6 永代薬局 〒251-0877 0466-81-7978株式会社　永代薬局　井上　郁子 昭40.12.15 薬局
     藤薬42 藤沢市善行団地３－１４－１ 常　勤:    2代表取締役　井上　郁 現存
     (薬       2)子 平22.12.15
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2728220,046.7 湘南薬品ダイヤモンド〒251-0055 0466-27-0534株式会社　湘南薬品　渋谷　忠暁 昭42. 2. 1 薬局
     藤薬46 薬局 藤沢市南藤沢２－１－３ 常　勤:    2代表取締役　曾我　寿 現存
     (薬       2)裕 平24. 2. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2729220,050.9 有限会社　和光薬局 〒252-0807 0466-44-0109有限会社和光薬局　代美濃口　福枝 昭42.12. 1 薬局
     藤薬50 藤沢市下土棚４６８ 常　勤:    2表取締役　美濃口　豊 現存
     (薬       2) 平21.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2730220,056.6 タカラ薬局 〒251-0002 0466-22-0377笠原　弘子 笠原　弘子 昭44. 5. 1 薬局
     藤薬56 藤沢市大鋸１－３－２７ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2731220,058.2 （有）相模屋鈴木薬局〒252-0802 0466-44-0206（有）相模屋鈴木薬局鈴木　京子 昭44.10. 1 薬局
     藤薬58 藤沢市高倉６５１ 常　勤:    1　代表取締役　鈴木　 現存
     (薬       1)寛 平23.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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 2732220,070.7 （株）大島薬局湘南台〒252-0804 0466-44-8310株式会社大島薬局　代澤田　秀子 昭49.11. 1 薬局
     藤薬70 店 藤沢市湘南台１－１０－１相鉄ロ常　勤:    1表取締役　大島　成五 現存
     ーゼン内 (薬       1) 平22.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2733220,076.4 田中薬局 〒251-0056 0466-36-1003有限会社田中薬局　代田中　英昭 昭50.10. 2 薬局
     藤薬76 藤沢市羽鳥３－３－１８ 常　勤:    1表取締役　田中　英昭 現存
     (薬       1) 平23.10. 2
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2734220,081.4 湘南薬品片瀬山薬局 〒251-0033 0466-26-3940株式会社　湘南薬品　石田　義明 昭52.10. 1 薬局
     藤薬81 藤沢市片瀬山２－７－１ 常　勤:    2代表取締役　曾我　寿 現存
     (薬       2)裕 平22.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2735220,083.0 奥田薬局 〒251-0025 0466-26-6076佐々木　智恵子 佐々木　智恵子 平20. 3. 5 薬局
     藤薬83 藤沢市鵠沼石上１－１２－１３ 常　勤:    2 移動 現存
     (薬       2) 平26. 3. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2736220,085.5 （有）牧野薬局 〒251-0871 0466-81-1306（有）牧野薬局　代表牧野　栄子 昭52.11. 1 薬局
     藤薬85 藤沢市善行１－２５－４ 常　勤:    3取締役　牧野　光芳 現存
     (薬       3) 平22.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2737220,086.3 藤薬局 〒252-0804 0466-43-4333藤商事（株）　代表取日比　登志子 昭52.12.15 薬局
     藤薬86 藤沢市湘南台７－１－５ 常　勤:    1締役　山田　昌子 現存
     (薬       1) 平22.12.15
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2738220,088.9 イイジマ薬局 〒251-0001 0466-26-3888飯島　幹雄 飯島　幹雄 昭53. 6.15 薬局
     藤薬88 藤沢市西富１－３－２１ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平23. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2739220,107.7 メディカル薬局 〒251-0052 0466-27-0072有限会社メディカル薬成田　久美子 平25. 7.16 薬局
     藤薬107 藤沢市藤沢５５６ 常　勤:    1局　代表取締役　田川 移動 現存
     (薬       1)　榮治 平25. 7.16
     非常勤:    7
     (薬       7)
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 2740220,108.5 辻堂西口薬局 〒251-0047 0466-34-6626越波有限会社　代表取西本　麻里 昭55. 6. 1 薬局
     藤薬108 藤沢市辻堂２－４－２７ 常　勤:    3締役　仙波　敬生 現存
     (薬       3) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2741220,113.5 有限会社　明月堂薬局〒252-0821 0466-48-1096（有）明月堂薬局　代明月　砂代子 昭55. 8.15 薬局
     藤薬113 藤沢市用田５９４ 常　勤:    1表取締役　明月　清 現存
     (薬       1) 平22. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2742220,114.3 光和調剤薬局 〒251-0047 0466-33-3236有限会社光和薬局　代山田　宏子 昭55. 8.15 薬局
     藤薬114 藤沢市辻堂１－１０－２２ 常　勤:    1表取締役　鈴木　奈々 現存
     (薬       1)子 平22. 8.15
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2743220,116.8 （株）大島薬局イトー〒251-0025 0466-26-5089株式会社大島薬局　代山田　恒司 昭55.11. 1 薬局
     藤薬116 ヨーカドー店 藤沢市鵠沼石上１－１０－１（株常　勤:    1表取締役　大島　成五 現存
     ）イトーヨーカド－ショッピング(薬       1) 平22.11. 1
     スクウェアー内 非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2744220,117.6 有限会社保土ケ谷中央〒251-0023 0466-23-1664有限会社保土ケ谷中央八木　幸子 昭56. 2.15 薬局
     藤薬117 薬局支店八木薬局 藤沢市鵠沼花沢町１３－６ 常　勤:    1薬局　代表取締役　八 現存
     (薬       1)木　明 平23. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2745220,121.8 有限会社高梨だるま薬〒251-0042 0466-36-8416（有）高梨だるま薬局高梨　富美雄 昭56. 4. 9 薬局
     藤薬121 局 藤沢市辻堂新町１－４－６ 常　勤:    1　代表取締役　高梨　 現存
     (薬       1)富美雄 平23. 4. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2746220,125.9 有限会社　はとり薬局〒251-0042 0466-36-3765有限会社　はとり薬局西　貴子 平14. 3.13 薬局
     藤薬125 藤沢市辻堂新町２－１４－７ 常　勤:    2　代表取締役　永井　 移動 現存
     (薬       2)亨 平26. 3.13
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2747220,135.8 ササヤマ薬局 〒251-0004 0466-25-2173密山　里子 密山　里子 昭57. 8. 1 薬局
     藤薬135 藤沢市藤が岡３－９－１ 常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2748220,138.2 湘南台調剤薬局 〒252-0804 0466-45-7365有限会社長後調剤セン白石　和枝 昭57.10. 1 薬局
     藤薬138 藤沢市湘南台７－３－７ 常　勤:    1ター　代表取締役　鈴 現存
     (薬       1)木　寛 平24.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
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 2749220,143.2 （有）高杉調剤薬局 〒251-0042 0466-34-5100（有）高杉調剤薬局　大木　玲子 昭58. 7.25 薬局
     藤薬143 藤沢市辻堂新町１－１９－１８ 常　勤:    1代表取締役　大島　峰 現存
     (薬       1)子 平22. 7.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2750220,146.5 昭月堂薬局 〒251-0053 0466-26-4999田渕　ハツコ 田渕　ハツコ 昭59. 6.15 薬局
     藤薬146 藤沢市本町３－１１－１１ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平23. 6.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2751220,147.3 大島薬局ライフピア店〒251-0861 0466-88-3226株式会社大島薬局　代加藤　司郎 昭59. 7. 1 薬局
     藤薬147 藤沢市大庭５０６１－２ 常　勤:    1表取締役　大島　成五 現存
     (薬       1) 平23. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2752220,155.6 有限会社　ライフタウ〒251-0861 0466-88-1160有限会社ライフタウン大島　典子 昭60.10. 9 薬局
     藤薬155 ン調剤薬局 藤沢市大庭５０６１－９ 常　勤:    5調剤薬局　代表取締役 現存
     (薬       5)社長　大島　成五 平24.10. 9
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2753220,161.4 南太平薬局 〒252-0816 0466-87-2528有限会社　神星商事　石田　弘治 平12.11. 6 薬局
     藤薬161 藤沢市遠藤６３１－１３ 常　勤:    4代表取締役　星　タツ 移動 現存
     (薬       4)子 平24.11. 6
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2754220,165.5 エコー薬局 〒251-0016 0466-23-2061村山　悦子 村山　悦子 昭62. 4.15 薬局
     藤薬165 藤沢市弥勒寺３－１－５ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平23. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2755220,168.9 花房薬局 〒251-0047 0466-33-4766福島　勇二 福島　勇二 平14. 6.20 薬局
     藤薬168 藤沢市辻堂２－１１－９ 常　勤:    2 移動 現存
     (薬       2) 平26. 6.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2756220,169.7 カマヤ薬局　ＣーＸ北〒251-0041 0466-33-6850株式会社　カマヤ　代髙橋　雅樹 平18. 2. 1 薬局
     藤薬169 店 藤沢市辻堂神台２－５－３４ 常　勤:    2表取締役　臼井　得雄 移動 現存
     (薬       2) 平24. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2757220,171.3 有限会社コーナン鵠南〒251-0038 0466-27-8531（有）コーナン　代表前澤　利憲 昭62.11. 1 薬局
     藤薬171 薬局 藤沢市鵠沼松が岡４－１６－１８常　勤:    2取締役　辻　繁也 現存
     (薬       2) 平23.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2758220,176.2 有限会社　ことぶき薬〒252-0813 0466-83-1289（有）ことぶき薬局　山田　寿美 昭63. 7.15 薬局
     藤薬176 局 藤沢市亀井野１－２１－２３ 常　勤:    1代表取締役　山田　寿 現存
     (薬       1)美 平24. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2759220,181.2 本鵠沼調剤薬局 〒251-0028 0466-28-0340株式会社　筑後　代表玉井　康子 平元. 4. 1 薬局
     藤薬181 藤沢市本鵠沼２－８－１６ 常　勤:    4取締役　大神　甫 現存
     (薬       4) 平22. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2760220,185.3 長後調剤薬局善行店 〒251-0871 0466-83-3662有限会社長後調剤セン近藤　佐江子 平元.10. 1 薬局
     藤薬185 藤沢市善行２－２３－１ 常　勤:    1ター　代表取締役　鈴 現存
     (薬       1)木　寛 平22.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2761220,187.9 湘南薬品ホンマチ薬局〒251-0052 0466-28-8406株式会社　湘南薬品　芹沢　明弘 平 2. 1. 1 薬局
     藤薬187 藤沢市藤沢３－１－１７ 常　勤:    1代表取締役　曾我　寿 現存
     (薬       1)裕 平23. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2762220,189.5 いわおか薬局 〒251-0047 0466-36-6486岩岡　敬子 岩岡　昇 平11. 4. 7 薬局
     藤薬189 藤沢市辻堂１－９－７ 常　勤:    2 移動 現存
     (薬       2) 平23. 4. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2763220,191.1 カマヤ薬局 〒251-0047 0466-36-8019株式会社カマヤ　代表臼井　邦夫 平23. 2.14 薬局
     藤薬191 藤沢市辻堂１－２－２　リストレ常　勤:    3取締役　臼井　得雄 移動 現存
     ジデンス 堂タワーＡ－１ (薬       3) 平23. 2.14
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2764220,194.5 桜花堂薬局 〒252-0813 0466-83-5060有限会社大久保薬局　大久保　多喜子 平 2. 7. 1 薬局
     藤薬194 藤沢市亀井野１－１０－４ 常　勤:    1代表取締役　大久保　 現存
     (薬       1)多喜子 平23. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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 2765220,195.2 有限会社　ベル薬局 〒252-0813 0466-82-7870有限会社ベル薬局　代市川　瑞枝 平 2. 7. 2 薬局
     藤薬195 藤沢市亀井野１７７１ 常　勤:    1表取締役　岡部　初子 現存
     (薬       1) 平23. 7. 2
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2766220,196.0 有限会社　善行調剤薬〒251-0871 0466-81-8175有限会社　善行調剤薬後藤　君代 平20. 2.25 薬局
     藤薬196 局 藤沢市善行２－１－６ 常　勤:    2局　代表取締役　後藤 移動 現存
     (薬       2)　君代 平26. 2.25
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2767220,197.8 有限会社入澤薬局 〒251-0024 0466-22-2576有限会社入澤薬局　代入沢　マリ 平 3. 1. 1 薬局
     藤薬197 藤沢市鵠沼橘１－１５－１ 常　勤:    3表取締役　入澤　章一 現存
     (薬       3) 平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2768220,198.6 わかば薬局 〒251-0052 0466-27-3755有限会社　わかば薬局工藤　美香子 平15. 5.17 薬局
     藤薬198 藤沢市藤沢１－３－４ 常　勤:    3　取締役　今井　孝浩 移動 現存
     (薬       3) 平21. 5.17
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2769220,199.4 合名会社　山村勉強堂〒252-0801 0466-44-0168（名）山村勉強堂薬局山村　喜美子 平 3. 2. 1 薬局
     藤薬199 薬局 藤沢市長後７２７ 常　勤:    1　代表社員　山村　忠 現存
     (薬       1)夫 平24. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2770220,200.0 （株）ヤマグチ薬局六〒252-0813 0466-83-2028株式会社ヤマグチ薬局奥平　徳美 平15. 5.15 薬局
     藤薬200 会店 藤沢市亀井野２－２－１ 常　勤:    1　代表取締役　山口　 移動 現存
     (薬       1)重雄 平21. 5.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2771220,201.8 ヒロファーマシー 〒252-0813 0466-83-5792（有）ヒロ　取締役　藤原　秀治 平 3. 7.15 薬局
     藤薬201 藤沢市亀井野１－２－８ 常　勤:    1秋田　紘隆 現存
     (薬       1) 平24. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2772220,202.6 善行ファーマシー 〒251-0871 0466-83-4841株式会社ヘルスプラン青木　麻美 平 3.11. 1 薬局
     藤薬202 藤沢市善行６ー１６ー２３ 常　勤:    4　代表取締役　小林　 現存
     (薬       4)繁幸 平24.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2773220,208.3 ひろまち調剤薬局 〒252-0825 0466-47-0266株式会社ヘルスプラン三浦　尚武 平 4. 5. 1 薬局
     藤薬208 藤沢市獺郷１８２－８ 常　勤:    3　代表取締役　小林　 現存
     (薬       3)繁幸 平22. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2774220,211.7 海岸公園ファーマシー〒251-0032 0466-50-0424インターハート株式会福永　佳子 平 4. 5. 1 薬局
     藤薬211 藤沢市片瀬４－１１－２９ 常　勤:    2社　代表取締役　稲垣 現存
     (薬       2)　雅彦 平22. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2775220,213.3 大庭ファーマシー 〒251-0861 0466-86-0347株式会社ヘルスプラン生方　俊秀 平 4.10. 1 薬局
     藤薬213 藤沢市大庭小糸５０６１－１９ 常　勤:    5　代表取締役　小林　 現存
     (薬       5)繁幸 平22.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2776220,215.8 有限会社いとう薬局 〒251-0051 0466-82-1469有限会社いとう薬局　伊藤　貞彦 平13. 3.21 薬局
     藤薬215 藤沢市白旗４－１０－９ 常　勤:    1代表取締役　伊藤　貞 移動 現存
     (薬       1)彦 平25. 3.21
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2777220,217.4 有限会社　イツワファ〒252-0816 0466-86-3066有限会社　イツワファ齋藤　聖 平18. 5. 1 薬局
     藤薬217 ーマシー 藤沢市遠藤８６２－１６ 常　勤:    4ーマシー　代表取締役 移動 現存
     (薬       4)　渋谷　豊 平24. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2778220,218.2 （株）大島薬局調剤セ〒251-0052 0466-25-1078株式会社大島薬局　代松居　典子 平 5. 3.15 薬局
     藤薬218 ンター店 藤沢市藤沢５４５ライオンズマン常　勤:    2表取締役　大島　成五 新規 現存
     ション湘南藤沢１Ｆ (薬       2) 平23. 3.15
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2779220,224.0 飯島勉強堂薬局 〒251-0032 0466-22-4644飯島　文雄 飯島　文雄 平 5.12. 1 薬局
     藤薬224 藤沢市片瀬３－９－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2780220,225.7 シーサイド薬局 〒251-0045 0466-34-5461（有）シーサイド薬局岩田　和 平 6. 1. 5 薬局
     藤薬225 藤沢市辻堂東海岸１－１０－２０常　勤:    1　代表取締役　岩田　 組織変更 現存
     (薬       1)和 平24. 1. 5
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2781220,228.1 まなみ薬局 〒251-0032 0466-50-6685インターハート株式会篠原　理純 平23.10.31 薬局
     藤薬228 藤沢市片瀬３－１６－１６ 常　勤:    5社　代表取締役　稲垣 移動 現存
     (薬       5)　雅彦 平23.10.31
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2782220,229.9 藤沢市こまよせ薬局 〒251-0861 0466-88-7300公益財団法人　藤沢市岡田　桃子 平 6. 7. 1 薬局
     藤薬229 藤沢市大庭５５２７－１ 常　勤:    1保健医療財団　理事長 新規 現存
     (薬       1)　武内　鉄夫 平24. 7. 1
     非常勤:   49
     (薬      49)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2783220,230.7 有限会社ヤシマファー〒252-0804 0466-43-1458有限会社ヤシマファマ久保井　好美 平 6. 8.10 薬局
     藤薬230 マシー 藤沢市湘南台２－１８－１１ 常　勤:    2シー　代表取締役　久 組織変更 現存
     (薬       2)保井　好美 平24. 8.10
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2784220,231.5 すずらん薬局 〒251-0047 0466-36-2820株式会社　ティーアン榎本　由紀江 平18.12.21 薬局
     藤薬231 藤沢市辻堂２－９－１７ 常　勤:    1ドエス　代表取締役　 移動 現存
     (薬       1)堀江　富夫 平24.12.21
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2785220,235.6 ひまわり調剤薬局 〒251-0055 0466-26-2332エムエムファーマシー小谷　公子 平 7. 1. 1 薬局
     藤薬235 藤沢市南藤沢２０－１９第三ハル常　勤:    2株式会社　代表取締役 新規 現存
     ミビル１階 (薬       2)　水野　朋子 平22. 1. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2786220,238.0 駅前東口調剤薬局 〒252-0804 0466-43-6667ヤママス薬品有限会社加賀谷　誠 平 7. 8. 1 薬局
     藤薬238 藤沢市湘南台１－４－３サンシャ常　勤:    1　代表取締役　佐藤　 新規 現存
     イン湘南台３Ｆ (薬       1)博孝 平22. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2787220,239.8 アリス調剤薬局 〒252-0813 0466-44-2068有限会社ミナミメディ荒川　均 平 7.10. 1 薬局
     藤薬239 藤沢市亀井野１４００ 常　勤:    1カル　代表取締役　荒 新規 現存
     (薬       1)川　均 平22.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2788224,000.0 あおぞら薬局　 堂店〒251-0043 0466-36-1300グッドファーマシー株矢野　良太郎 平25.10. 1 薬局
     藤薬4000 藤沢市辻堂元町５－１３－２５ 常　勤:    2式会社　代表取締役　 交代 現存
     (薬       2)矢野　良太郎 平25.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2789224,001.8 フジサワ薬局 〒251-0023 0466-29-9611株式会社ファーマみら野田　恭子 平25.11. 1 薬局
     藤薬4001 藤沢市鵠沼花沢町１－１５ 常　勤:    2い　代表取締役　佃　 交代 現存
     (薬       2)敏之 平25.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2790224,002.6 ユキ薬局　藤沢店 〒251-0052 0466-23-2114株式会社ファーマみら中村　佑 平25.11. 1 薬局
     藤薬4002 藤沢市藤沢２－１－２０ 常　勤:    2い　代表取締役　佃　 交代 現存
     (薬       2)敏之 平25.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2791224,003.4 ユキ薬局　片瀬店 〒251-0032 0466-27-7405株式会社ファーマみら内藤　陽介 平25.11. 1 薬局
     藤薬4003 藤沢市片瀬３－１－３９ 常　勤:    6い　代表取締役　佃　 交代 現存
     (薬       6)敏之 平25.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2792224,004.2 ファーマシーワラシナ〒251-0038 0466-22-2463藁科　智代 藁科　智代 平25.12. 3 薬局
     藤薬4004 藤沢市鵠沼松が岡１－１－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平25.12. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2793224,005.9 クリエイト薬局藤沢駅〒251-0052 0466-55-2321株式会社クリエイトエ佐藤　聡太 平26. 3. 1 薬局
     藤薬4005 北口店 藤沢市藤沢４６０－１ 常　勤:    1ス・ディー　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　廣瀨　泰三 平26. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2794224,006.7 イルカ薬局 〒251-0047 0466-35-9385小杉　治美 小杉　治美 平26. 3. 1 薬局
     藤薬4006 藤沢市辻堂４－６－１４湘南桜井常　勤:    1 交代 現存
     ビルⅢ１０５ (薬       1) 平26. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2795224,007.5 なの花薬局 堂店 〒251-0047 0466-90-3130株式会社サンメディッ飯村　樹観夫 平26. 4. 1 薬局
     藤薬4007 藤沢市辻堂２－２－１４ステラ湘常　勤:    3ク　代表取締役　遠山 新規 現存
     南２Ｆ (薬       3)　功 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2796224,009.1 たんぽぽ薬局藤沢店 〒251-0052 0466-29-5177株式会社アインファー並木　真人 平26. 4. 1 薬局
     藤薬4009 藤沢市藤沢１－１３－５ 常　勤:    4マシーズ　代表取締役 交代 現存
     (薬       4)　大谷　喜一 平26. 4. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2797224,010.9 アイン薬局　六会日大〒252-0813 0466-47-7840株式会社アインファー古川　紗衣子 平26. 6. 1 薬局
     藤薬4010 前店 藤沢市亀井野２－７－１ 常　勤:    1マシーズ　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　大谷　喜一 平26. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2798224,011.7 調剤薬局ツルハドラッ〒251-0871 046-680-5551株式会社リバース　代河邉　哲則 平26. 6. 1 薬局
     藤薬4011 グ善行駅前店 藤沢市善行１－２５－１ロイヤル常　勤:    1表取締役　石川　亨 新規 現存
     ２ビル１Ｆ (薬       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2799224,012.5 クリエイト薬局藤沢石〒252-0815 0466-86-9750株式会社クリエイトエ林　あずみ 平26. 8. 1 薬局
     藤薬4012 川店 藤沢市石川５－９－２６ 常　勤:    1ス・ディー　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　廣瀨　泰三 平26. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2800224,014.1 クリエイト薬局藤沢片〒251-0032 0466-55-5133株式会社クリエイトエ松本　朋子 平26. 9. 1 薬局
     藤薬4014 瀬店 藤沢市片瀬８３－４ 常　勤:    1ス・ディー　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　廣瀨　泰三 平26. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2801224,015.8 善行おおぞら薬局 〒251-0871 0466-90-5763有限会社善行調剤薬局平野　孝恵 平26. 9. 1 薬局
     藤薬4015 藤沢市善行２－１８－２ 常　勤:    1　代表取締役　後藤　 新規 現存
     (薬       1)君代 平26. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2802224,016.6 あい薬局湘南台２号店〒252-0804 0466-53-9120有限会社あい　代表取金　知出 平26.10.20 薬局
     藤薬4016 藤沢市湘南台１－１９－６ 常　勤:    1締役　金　俸基 新規 現存
     (薬       1) 平26.10.20
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2803224,017.4 ウエルシア薬局藤沢柄〒251-0003 0466-54-5752ウエルシア薬局株式会奥村　和仁 平26. 9. 1 薬局
     藤薬4017 沢店 藤沢市柄沢５８９－３４ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2804228,242.4 藤沢薬剤師会薬局 〒251-0052 0466-50-6011一般社団法人藤沢市薬小林　フミ子 平 8. 2. 1 薬局
     藤薬242 藤沢市藤沢２－２－２１ 常　勤:    4剤師会　会長　後藤　 新規 現存
     (薬       4)知良 平23. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2805228,244.0 ふじみ薬局 〒251-0044 0466-34-2110株式会社　エスピーシ野口　朝香 平 8. 4. 1 薬局
     藤薬244 藤沢市辻堂太平台２－１３－２８常　勤:    1ー　代表取締役　氏家 新規 現存
     (薬       1)　永 平23. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2806228,247.3 ふたば薬局 〒251-0871 0466-82-5800有限会社　コーナン　茂在　俊光 平 9. 2.15 薬局
     藤薬247 藤沢市善行１－２４－９ 常　勤:    2代表取締役　辻　繁也 新規 現存
     (薬       2) 平24. 2.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2807228,252.3 うさぎ薬局 〒251-0034 0466-29-6371有限会社　フクゴー　町田　佳巳 平 9. 9. 1 薬局
     藤薬252 藤沢市片瀬目白山２－１ 常　勤:    2代表取締役　三井　勝 新規 現存
     (薬       2)秋 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2808228,253.1 かもめ薬局 〒252-0802 0466-46-3633株式会社　エムシーデ片岡　葉月 平 9. 9. 1 薬局
     藤薬253 藤沢市高倉２３０８－１ 常　勤:    2ィー　代表取締役　小 新規 現存
     (薬       2)林　貫太郎 平24. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2809228,254.9 仲通り薬局 〒251-0053 0466-26-0307有限会社　ひろみち　八木　浩通 平 9. 9.15 薬局
     藤薬254 藤沢市本町１－１０－１１ 常　勤:    2代表取締役　八木　浩 新規 現存
     (薬       2)通 平24. 9.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2810228,259.8 ライフ薬局 〒252-0823 0466-49-1302株式会社　ライズ　代川島　直美 平10. 1. 1 薬局
     藤薬259 藤沢市菖蒲沢６１１－３ 常　勤:    1表取締役　多田　祥英 新規 現存
     (薬       1) 平22. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2811228,261.4 湘南台薬局 〒252-0804 0466-44-5120有限会社　湘南台薬品青木　敏朗 平10. 4.15 薬局
     藤薬261 藤沢市湘南台２－４－６ノワビル常　勤:    1　代表取締役　野渡　 新規 現存
     Ⅱ　１Ｆ (薬       1)勝 平22. 4.15
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2812228,262.2 ドラッグタロー調剤薬〒253-0801 0466-43-8701株式会社　ビッグドラ岸村　早苗 平10. 7.15 薬局
     藤薬262 局 藤沢市長後６８０ 常　勤:    2ッグタロー　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　小西　太郎 平22. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2813228,263.0 三栄薬局 〒251-0027 0466-22-9488有限会社　三栄薬局　勝木　佐登子 平10. 9. 1 薬局
     藤薬263 藤沢市鵠沼桜が岡４－１２－６ 常　勤:    1代表取締役　齊藤　祐 組織変更 現存
     (薬       1)一 平22. 9. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2814228,264.8 三栄薬局本鵠沼駅前店〒251-0028 0466-27-2515有限会社　三栄薬局　齊藤　豊美子 平15. 5.31 薬局
     藤薬264 藤沢市本鵠沼２－１３－１７ 常　勤:    2代表取締役　齊藤　祐 移動 現存
     (薬       2)一 平21. 5.31
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2815228,265.5 調剤薬局ツルハドラッ〒252-0813 0466-80-1659株式会社　リバース　長谷川　博 平10.11. 1 薬局
     藤薬265 グ六会駅前店 藤沢市亀井野２－２－３ポロニア常　勤:    1代表取締役　石川　亨 新規 現存
     １階 (薬       1) 平22.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2816228,268.9 ひまわり薬局 〒251-0047 0466-37-4976株式会社　エムシーデ澤内　かおり 平11. 4. 1 薬局
     藤薬268 藤沢市辻堂３－１３－３２ 常　勤:    2ィー　代表取締役　小 新規 現存
     (薬       2)林　貫太郎 平23. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2817228,269.7 ユマニテ薬局 〒251-0056 0466-37-0002有限会社　ユマニテ薬加藤　ひろ子 平11. 4. 9 薬局
     藤薬269 藤沢市羽鳥３－１－８ 常　勤:    1局　代表取締役　満澤 組織変更 現存
     (薬       1)　誠 平23. 4. 9
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2818228,270.5 こじか薬局　鵠沼東店〒251-0026 0466-29-9985キープウェル株式会社藤内　仁美 平11. 5. 1 薬局
     藤薬270 藤沢市鵠沼東１－１玉半ビル１Ｆ常　勤:    2　代表取締役　初鹿野 新規 現存
     (薬       2)　美貴子 平23. 5. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2819228,272.1 髙倉薬局 〒252-0804 0466-45-7719有限会社　光星商事　山本　紀和子 平11. 6. 1 薬局
     藤薬272 藤沢市湘南台５－３２－２３ 常　勤:    2代表取締役　星　裕之 新規 現存
     (薬       2) 平23. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2820228,273.9 ハート薬局 〒252-0807 0466-43-9351有限会社　ハート　代傍士　泰 平11. 8. 1 薬局
     藤薬273 藤沢市下土棚４４７－２ 常　勤:    2表取締役　傍士　善栄 新規 現存
     (薬       2) 平23. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2821228,275.4 シーサイド薬局　ＨＡ〒251-0056 0466-30-0398有限会社　シーサイド米原　ゆかり 平18. 2. 1 薬局
     藤薬275 ＴＯＲＩ店 藤沢市羽鳥１－３－１２ 常　勤:    1薬局　代表取締役　岩 移動 現存
     (薬       1)田　和 平24. 2. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2822228,276.2 湘南センター薬局 〒251-0024 0466-25-6120有限会社　ヒロ　取締葛西　真知子 平11.10. 1 薬局
     藤薬276 藤沢市鵠沼橘１－１７－１６ 常　勤:    2役　秋田　紘隆 新規 現存
     (薬       2) 平23.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2823228,277.0 薬局アポテイク　渡内〒251-0011 0466-29-0260株式会社　メディカル後藤　弥生 平11.10.15 薬局
     藤薬277 店 藤沢市渡内４－５－１ 常　勤:    6サプライ　代表取締役 新規 現存
     (薬       6)　後藤　知良 平23.10.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2824228,279.6 湘南２０１薬局 〒252-0815 0466-89-4338有限会社　ファルマシ内田　安彦 平12. 1. 1 薬局
     藤薬279 藤沢市石川１－１－２０ 常　勤:    3ー企画　代表取締役　 新規 現存
     (薬       3)村井　和俊 平24. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2825228,281.2 こじか薬局片瀬店 〒251-0032 0466-24-9985キープウエル株式会社森　緑 平12. 4.15 薬局
     藤薬281 藤沢市片瀬２－１１－１６ 常　勤:    4　代表取締役　初鹿野 新規 現存
     (薬       4)　美貴子 平24. 4.15
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2826228,282.0 湘南和光薬局 〒252-0801 0466-42-0203有限会社　和光薬局　美濃口　京子 平12. 5. 1 薬局
     藤薬282 藤沢市長後７５３－１ 常　勤:    1代表取締役　美濃口　 新規 現存
     (薬       1)豊 平24. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2827228,284.6 ハート薬局長後店 〒252-0801 0466-44-9351有限会社　ハート　代良川　浩恵 平12. 6.15 薬局
     藤薬284 藤沢市長後７５２ 常　勤:    3表取締役　傍士　善栄 新規 現存
     (薬       3) 平24. 6.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2828228,285.3 薬局マツモトキヨシ湘〒252-0804 0466-44-7545株式会社　マツモトキ松村　直樹 平12. 6.15 薬局
     藤薬285 南台東口店 藤沢市湘南台２－１５－１ 常　勤:    4ヨシ　代表取締役　松 新規 現存
     (薬       4)本　清雄 平24. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2829228,288.7 すばる中央薬局　藤沢〒251-0014 0466-52-0955株式会社　エルマノ　上野　ふみ 平12. 9. 1 薬局
     藤薬288 店 藤沢市宮前４２５－７ 常　勤:    3代表取締役　野間　智 新規 現存
     (薬       3)彦 平24. 9. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2830228,289.5 マリア薬局 〒251-0052 0466-22-4111有限会社　メディケア遠藤　敦子 平12. 9. 1 薬局
     藤薬289 藤沢市藤沢４９８－３ 常　勤:    2　代表取締役　木野　 新規 現存
     (薬       2)篤 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2831228,291.1 あけぼの薬局辻堂店 〒251-0047 0466-33-5366株式会社　医学研究社本田　純也 平12. 9.15 薬局
     藤薬291 藤沢市辻堂５－２０－１６ 常　勤:    1　代表取締役　大崎　 新規 現存
     (薬       1)泰 平24. 9.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2832228,292.9 くすりのユニオンファ〒251-0052 0466-55-5811有限会社　むらかみ　村上　富美子 平12.11. 1 薬局
     藤薬292 ーマシー 藤沢市藤沢３８ 常　勤:    2代表取締役　村上　和 新規 現存
     (薬       2)宣 平24.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2833228,293.7 いちご薬局 〒251-0052 0466-29-5339有限会社　いちごファ西田　学史 平12.11. 1 薬局
     藤薬293 藤沢市藤沢３－３－１富塚ビル１常　勤:    3ーム　取締役　西田　 組織変更 現存
     ０３ (薬       3)学史 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2834228,294.5 湘南かもめ薬局 〒251-0021 0466-27-8420株式会社　ケイアイエ加藤　裕子 平12.12. 1 薬局
     藤薬294 藤沢市鵠沼神明５－１３－１９ 常　勤:    4ム　代表取締役　伊石 新規 現存
     (薬       4)　清人 平24.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2835228,295.2 わだ薬局 〒252-0802 0466-42-0158有限会社　はつめ　代和田　真裕美 平13. 2.28 薬局
     藤薬295 藤沢市高倉６４１－６ 常　勤:    2表取締役　和田　真裕 組織変更 現存
     (薬       2)美 平25. 2.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2836228,299.4 ウルトラ薬局 〒252-0804 0466-44-8935有限会社　杏コーポレ仙内　澄子 平13. 5.15 薬局
     藤薬299 藤沢市湘南台２－２６－１７須賀常　勤:    3ーション　代表取締役 新規 現存
     ビル１Ｆ (薬       3)　高橋　寿子 平25. 5.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
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 2837228,300.0 アイセイ薬局　藤沢本〒251-0052 0466-54-6170株式会社アイセイ薬局石川　克昭 平19. 1. 7 薬局
     藤薬300 町店 藤沢市藤沢１－３－１２ 常　勤:    3　代表取締役　岡村　 移動 現存
     (薬       3)幸彦 平25. 1. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2838228,301.8 マリオン薬局 〒252-0804 0466-41-3433有限会社　メディピア古田　映子 平13. 8. 1 薬局
     藤薬301 藤沢市湘南台１－７－８ 常　勤:    1　取締役　小沢　道博 新規 現存
     (薬       1) 平25. 8. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2839228,303.4 矢野調剤薬局藤沢店 〒251-0861 0466-87-8089株式会社矢野調剤薬局青栁　ルミ 平13. 8.29 薬局
     藤薬303 藤沢市大庭５６８２－９ 常　勤:    2　代表取締役　矢野　 組織変更 現存
     (薬       2)功 平25. 8.29
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2840228,306.7 あい薬局長後店 〒252-0802 0466-41-3801株式会社　富士薬品　大野　貴 平13.12.15 薬局
     藤薬306 藤沢市高倉６４１－５ 常　勤:    2代表取締役　高柳　昌 新規 現存
     (薬       2)幸 平25.12.15
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2841228,308.3 新成堂からさわ薬局 〒251-0003 0466-29-8948株式会社　新成堂　代稲﨑　浩子 平14. 2.15 薬局
     藤薬308 藤沢市柄沢４２１－２ヒルクレス常　勤:    1表取締役　新関　一成 新規 現存
     ト湘南１Ｆ－Ａ (薬       1) 平26. 2.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2842228,309.1 南藤沢薬局 〒251-0055 0466-29-8601株式会社　ヘルスプラ小島　健司 平14. 3.15 薬局
     藤薬309 藤沢市南藤沢２－８ 常　勤:    5ン　代表取締役　小林 新規 現存
     (薬       5)　繁幸 平26. 3.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2843228,312.5 あおば薬局 〒252-0804 0466-41-3963中嶋　章江 中嶋　章江 平14. 4.15 薬局
     藤薬312 藤沢市湘南台２－８－７ライオン常　勤:    2 新規 現存
     ズマンション湘南台 (薬       2) 平26. 4.15
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2844228,313.3 はるかぜ薬局辻堂東海〒251-0045 0466-30-1684有限会社　はるかぜ薬栁川　直子 平14. 5. 1 薬局
     藤薬313 岸店 藤沢市辻堂東海岸２－１－３２ 常　勤:    1局　代表取締役　森　 新規 現存
     (薬       1)智子 平26. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2845228,314.1 ミドリ薬局 〒251-0028 0466-35-3532高井　多恵子 大坪　歩 平14. 5. 1 薬局
     藤薬314 藤沢市本鵠沼２－１９－２１ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平26. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2846228,316.6 すばる中央薬局弥勒寺〒251-0016 0466-55-4560株式会社　エルマノ　杉本　博子 平14. 6. 1 薬局
     藤薬316 店 藤沢市弥勒寺２－１－３９ 常　勤:    1代表取締役　野間　智 新規 現存
     (薬       1)彦 平26. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2847228,321.6 シーエス薬局 〒251-0052 0466-26-9333株式会社ジェムス　代小林　佳代子 平15. 2.15 薬局
     藤薬321 藤沢市藤沢４３８－１ルミネプラ常　勤:    4表取締役　篠原　正治 新規 現存
     ザ７Ｆ (薬       4) 平21. 2.15
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2848228,322.4 湘南あおば薬局 〒251-0047 0466-36-8976有限会社　湘南あおば田川　幸江 平15. 3. 1 薬局
     藤薬322 藤沢市辻堂２－２－１２ 常　勤:    1　代表取締役　田川　 新規 現存
     (薬       1)千尋 平21. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2849228,324.0 湘南台ひかり薬局 〒252-0805 0466-42-6626有限会社薬健　代表取秋元　京子 平16. 8.13 薬局
     藤薬324 藤沢市円行１－１２－１０ 常　勤:    2締役　池田　光陽 移動 現存
     (薬       2) 平22. 8.13
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2850228,325.7 あい薬局　湘南台店 〒252-0804 0466-46-5050有限会社　あい　代表久保嶋　大佑 平15. 4.15 薬局
     藤薬325 藤沢市湘南台１－１９－２ 常　勤:    3取締役　金　俸基 新規 現存
     (薬       3) 平21. 4.15
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2851228,327.3 ハックドラッグ藤沢白〒251-0052 0466-55-3986株式会社　ＣＦＳコー中條　しおみ 平15. 5. 1 薬局
     藤薬327 旗薬局 藤沢市藤沢２－３－１５三井ライ常　勤:    4ポレーション　代表取 新規 現存
     フスタイルパークトレアージュ白(薬       4)締役　宮下　雄二 平21. 5. 1
     旗１Ｆ 非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2852228,328.1 藤沢ひかり薬局 〒251-0052 0466-55-3581有限会社　薬健　代表木村　順子 平15. 6. 1 薬局
     藤薬328 藤沢市藤沢２１８ 常　勤:    1取締役　池田　光陽 新規 現存
     (薬       1) 平21. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2853228,334.9 ナガイシ薬局 〒252-0804 0466-45-5968有限会社　ケイツー企永石　憲司郎 平15.11. 1 薬局
     藤薬334 藤沢市湘南台２－１－１　５３田常　勤:    2画　代表取締役　永石 組織変更 現存
     中ビル１０７ (薬       2)　憲司郎 平21.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2854228,335.6 おひさま薬局 〒251-0056 0466-31-0955有限会社　黎明堂　取富山　穣 平16. 1.15 薬局
     藤薬335 藤沢市羽鳥１－６－１８ 常　勤:    2締役　富山　穣 新規 現存
     (薬       2) 平22. 1.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2855228,336.4 こじか薬局　江の島駅〒251-0035 0466-22-9986キープウェル株式会社玉岡　弘美 平16. 2.15 薬局
     藤薬336 前店 藤沢市片瀬海岸２－９－５－１０常　勤:    2　代表取締役　初鹿野 新規 現存
     ２ (薬       2)　美貴子 平22. 2.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2856228,338.0 御所見調剤薬局 〒252-0825 0466-48-5880金子　智洋 金子　智洋 平16. 3. 1 薬局
     藤薬338 藤沢市獺郷１８２－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平22. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2857228,339.8 あやみ薬局 〒251-0025 0466-23-7277インターハート株式会佐藤　敦子 平16. 5.15 薬局
     藤薬339 藤沢市鵠沼石上３－３－２ 常　勤:    5社　代表取締役　稲垣 新規 現存
     (薬       5)　雅彦 平22. 5.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2858228,340.6 湘南台マル薬局 〒252-0804 0466-45-0302株式会社マル・コーポ平塚　典子 平16. 5.15 薬局
     藤薬340 藤沢市湘南台５－５－１ 常　勤:    2レーション柏台　代表 新規 現存
     (薬       2)取締役　丸　孝弘 平22. 5.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2859228,344.8 フジサワ南薬局 〒251-0024 0466-61-8801株式会社藤沢南薬局　猪平　靖史 平16. 7. 1 薬局
     藤薬344 藤沢市鵠沼橘１－４－１ 常　勤:    1代表取締役　猪平　靖 新規 現存
     (薬       1)史 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2860228,346.3 あゆみ薬局　藤沢店 〒251-0024 0466-24-7337有限会社モント　代表鶴見　洋子 平16.10. 1 薬局
     藤薬346 藤沢市鵠沼橘１－１－９－１０２常　勤:    4取締役　加藤　哲史 新規 現存
     (薬       4) 平22.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2861228,348.9 アドバン薬局 〒251-0002 0466-29-7812有限会社アドバン　代松原　美紀 平16.10.15 薬局
     藤薬348 藤沢市大鋸１－２－１８　１Ｆ 常　勤:    5表取締役　藤本　有紀 新規 現存
     (薬       5)子 平22.10.15
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2862228,350.5 湘南カトレア薬局 〒252-0804 0466-44-8300株式会社明日香　代表請川　久美子 平16.12. 1 薬局
     藤薬350 藤沢市湘南台３－１５－１６ 常　勤:    1取締役　佐藤　ヒロコ 新規 現存
     (薬       1) 平22.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2863228,351.3 スミレ薬局 〒251-0047 0466-35-3370倉石　弘一 倉石　弘一 平17. 1. 1 薬局
     藤薬351 藤沢市辻堂２－５－１３ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平23. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2864228,353.9 ユニオン調剤薬局　朝〒251-0054 0466-29-5030有限会社むらかみ　代彦根　くらら 平17. 3.15 薬局
     藤薬353 日町店 藤沢市朝日町１５－２ 常　勤:    1表取締役　村上　和宣 新規 現存
     (薬       1) 平23. 3.15
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2865228,355.4 ドラッグワンズワンフ〒251-0055 0466-29-5081株式会社ココカラファ谷口　洋介 平17. 5. 1 薬局
     藤薬355 ァーマシー藤沢駅前店藤沢市南藤沢３－１２クリオ藤沢常　勤:    3インヘルスケア　代表 新規 現存
     駅前１Ｆ (薬       3)取締役　石橋　一郎 平23. 5. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2866228,357.0 さくら薬局 〒251-0027 0466-28-2824池田　直孝 石井　恭徳 平17. 7. 1 薬局
     藤薬357 藤沢市鵠沼桜が岡４－１４－９ 常　勤:    4 交代 現存
     (薬       4) 平23. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2867228,358.8 湘南台東口薬局 〒252-0804 0466-41-2175株式会社　孝栄　代表三枝　律子 平17. 9. 1 薬局
     藤薬358 藤沢市湘南台１－１－６湘南台ビ常　勤:    1取締役　阿部　孝紀 新規 現存
     ル１Ｆ (薬       1) 平23. 9. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2868228,359.6 薬泉堂薬局 〒252-0807 0466-44-2792有限会社　薬泉堂薬局鈴木　真木子 平20. 9.22 薬局
     藤薬359 藤沢市下土棚５４５－８ 常　勤:    1　代表取締役　鈴木　 移動 現存
     (薬       1)重仁 平26. 9.22
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2869228,360.4 こじか薬局　銀座通り〒251-0052 0466-28-9986キープウェル株式会社落合　純子 平17.11. 1 薬局
     藤薬360 店 藤沢市藤沢５４１ 常　勤:    3　代表取締役　初鹿野 新規 現存
     (薬       3)　美貴子 平23.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2870228,361.2 さとう鎌倉堂薬局 〒251-0047 0466-36-4960佐藤　知嗣 佐藤　知嗣 平17.12. 1 薬局
     藤薬361 藤沢市辻堂２－２－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2871228,363.8 湘南辻堂薬局 〒251-0056 0466-36-6267伸和　株式会社　代表廣澤　歩 平18. 1. 1 薬局
     藤薬363 藤沢市羽鳥１－３－４１ 常　勤:    1取締役　米山　督則 新規 現存
     (薬       1) 平24. 1. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2872228,365.3 田中薬局　羽鳥店 〒251-0056 0466-31-0810有限会社　田中薬局　横島　一好 平18. 1. 1 薬局
     藤薬365 藤沢市羽鳥１－３－６ 常　勤:    1代表取締役　田中　英 新規 現存
     (薬       1)昭 平24. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2873228,366.1 明月堂薬局　用田支店〒252-0821 0466-48-7650有限会社　明月堂薬局明月　清 平18. 4. 1 薬局
     藤薬366 藤沢市用田６１８ 常　勤:    1　代表取締役　明月　 新規 現存
     (薬       1)清 平24. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2874228,369.5 薬局マツモトキヨシ　〒252-0801 0466-46-0881株式会社　マツモトキ山邊　美穂 平18. 8. 1 薬局
     藤薬369 藤沢長後店 藤沢市長後７５３ 常　勤:   10ヨシ　代表取締役　松 新規 現存
     (薬      10)本　清雄 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2875228,370.3 湘南鵠沼薬局 〒251-0028 0466-35-7320徳永薬局　株式会社　山村　和男 平18.10. 1 薬局
     藤薬370 藤沢市本鵠沼４－１４－２７ 常　勤:    1代表取締役　徳永　愛 新規 現存
     (薬       1)子 平24.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2876228,371.1 うつみ薬局 〒252-0804 0466-43-0684株式会社　うつみ薬局湯本　将貴 平18.11. 1 薬局
     藤薬371 藤沢市湘南台２－１６－１１ 常　勤:    3　代表取締役　湯本　 組織変更 現存
     (薬       3)将貴 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2877228,373.7 ウエルシア薬局　藤沢〒251-0871 0466-90-0800ウエルシア薬局株式会小林　美枝 平18.12.15 薬局
     藤薬373 善行店 藤沢市善行３－１３－３ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平24.12.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2878228,376.0 ヤマグチ薬局　長後店〒252-0807 0466-44-6801株式会社　ヤマグチ薬 原　悦子 平19. 3. 1 薬局
     藤薬376 藤沢市下土棚４７８－１９ 常　勤:    1局　代表取締役　山口 新規 現存
     (薬       1)　重雄 平25. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2879228,377.8 シーサイド薬局　新町〒251-0042 0466-34-4811有限会社　シーサイド松本　洋子 平19. 3.15 薬局
     藤薬377 店 藤沢市辻堂新町１－４－３２ 常　勤:    1薬局　代表取締役　岩 新規 現存
     (薬       1)田　和 平25. 3.15
     非常勤:   11
     (薬      11)
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 2880228,379.4 田辺薬局　湘南台西店〒252-0804 0466-45-0441田辺薬局　株式会社　増子　泰規 平19. 7.15 薬局
     藤薬379 藤沢市湘南台２－２８－１１ 常　勤:    5代表取締役　佐藤　淳 新規 現存
     (薬       5)一 平25. 7.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2881228,380.2 矢野ファーマシー 〒251-0861 0466-89-0160株式会社　矢野調剤薬加賀山　壽惠 平19. 8.15 薬局
     藤薬380 藤沢市大庭５６８１－１０ 常　勤:    2局　代表取締役　矢野 新規 現存
     (薬       2)　功 平25. 8.15
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2882228,381.0 あずみ薬局　善行店 〒251-0871 0466-80-6070有限会社　藤み　代表陶山　麗子 平19. 9. 1 薬局
     藤薬381 藤沢市善行１－１５－９ 常　勤:    3取締役　陶山　麗子 新規 現存
     (薬       3) 平25. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2883228,383.6 こぐま薬局 〒251-0052 0466-21-7539有限会社　こぐま薬局金子　昌弘 平19. 9.15 薬局
     藤薬383 藤沢市藤沢１０９９ 常　勤:    2　代表取締役　金子　 新規 現存
     (薬       2)昌弘 平25. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2884228,384.4 長後西口薬局 〒252-0807 0466-45-8915ジャパンメデイック株天宮　寿幸 平19.10.15 薬局
     藤薬384 藤沢市下土棚５１３－９ 常　勤:    1式会社　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)斉藤　光男 平25.10.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2885228,385.1 すみれ調剤薬局　 堂〒251-0046 0466-33-3325有限会社すみれ調剤薬三浦　綾子 平26. 8.21 薬局
     藤薬385 店 藤沢市辻堂西海岸２－１０－６－常　勤:    1局　代表取締役　髙田 移動 現存
     １ (薬       1)　浩司 平26. 8.21
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2886228,386.9 田中薬局　桜新道店 〒251-0056 0466-31-0771有限会社　田中薬局　高野　広光 平20. 3.15 薬局
     藤薬386 藤沢市羽鳥５－５－１０ 常　勤:    2代表取締役　田中　英 新規 現存
     (薬       2)昭 平26. 3.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2887228,388.5 東海岸　めぐみ薬局 〒251-0045 0466-34-3188土屋　恵 土屋　恵 平20. 3.31 薬局
     藤薬388 藤沢市辻堂東海岸２－１－３０ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平26. 3.31
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2888228,389.3 あけぼの薬局　辻堂駅〒251-0042 0466-37-1440株式会社　医学研究社利岡　和朗 平20. 5. 1 薬局
     藤薬389 前店 藤沢市辻堂新町１－２－２３ 常　勤:    2　代表取締役　大崎　 新規 現存
     (薬       2)泰 平26. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2889228,394.3 よつば薬局 〒251-0861 0466-86-2855有限会社　エム・エイ冨田　祐介 平23. 7. 1 薬局
     藤薬394 藤沢市大庭５３４８－１６　高橋常　勤:    1チ　ファーマシー　代 移動 現存
     ビル１Ｆ (薬       1)表取締役　三浦　英次 平23. 7. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2890228,395.0 みさき薬局 〒251-0028 0466-30-1553株式会社　イワナガ　廣田　要 平20. 8. 1 薬局
     藤薬395 藤沢市本鵠沼４－７－９ 常　勤:    1代表取締役　岩崎　岩 組織変更 現存
     (薬       1)雄 平26. 8. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2891228,396.8 イオン薬局藤沢店 〒251-0861 0466-88-4451イオンリテール株式会中本　春菜 平20. 8.21 薬局
     藤薬396 藤沢市大庭５０６１－２　２Ｆ 常　勤:    3社　代表取締役　梅本 組織変更 現存
     (薬       3)　和典 平26. 8.21
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2892228,397.6 かもめ薬局湘南台店 〒252-0804 0466-41-0280株式会社　エムシーデ大塚　麻衣 平20. 9. 1 薬局
     藤薬397 藤沢市湘南台４－５－１ 常　勤:    1ィー　代表取締役　小 組織変更 現存
     (薬       1)林　貫太郎 平26. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2893228,399.2 サンドラッグ　江ノ島〒251-0037 0466-31-0271株式会社　サンドラッ渡邊　麻子 平21. 3. 1 薬局
     藤薬399 薬局 藤沢市鵠沼海岸１－３－１６　２常　勤:    2グ　代表取締役　赤尾 新規 現存
     Ｆ (薬       2)　主哉 平21. 3. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 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

［平成26年11月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成26年11月 4日作成   391 頁

 2894228,400.8 オーベル薬局　川名店〒251-0015 0466-54-3115株式会社　オーベル　宇佐川　麦 平21. 6. 1 薬局
     藤薬400 藤沢市川名２５６－１３ナーサリ常　勤:    2代表取締役　根占　賢 新規 現存
     ー湘南　１０１ (薬       2)志 平21. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2895228,401.6 鵠沼エルム薬局 〒251-0038 0466-47-8717エルム薬局株式会社　森　敬男 平24.11. 1 薬局
     藤薬401 藤沢市鵠沼松が岡５－１３－１５常　勤:    1代表取締役　髙梨　哲 移動 現存
     (薬       1)也 平24.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2896228,402.4 ヒロ薬局　湘南台店 〒252-0804 0466-42-6736株式会社ファーマみら表　亜紀子 平21.10. 1 薬局
     藤薬402 藤沢市湘南台３－７－１２湘南台常　勤:    5い　代表取締役　佃　 交代 現存
     ビル１０１ (薬       5)敏之 平21.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2897228,404.0 日本調剤　藤沢薬局 〒251-0055 0466-54-3067日本調剤株式会社　代井上　智佳子 平21.12. 1 薬局
     藤薬404 藤沢市南藤沢２１－８大安興業ビ常　勤:    1表取締役　三津原　博 新規 現存
     ル１Ｆ (薬       1) 平21.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2898228,408.1 みどり薬局 〒252-0804 0466-41-3301株式会社　やまさき　山﨑　緑 平22. 8. 1 薬局
     藤薬408 藤沢市湘南台７－１３３９－５ 常　勤:    1代表取締役　山﨑　緑 交代 現存
     (薬       1) 平22. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2899228,410.7 ハックドラッグ鵠沼薬〒251-0028 0466-30-0091株式会社ＣＦＳコーポ楠本　あすみ 平23. 4. 1 薬局
     藤薬410 局 藤沢市本鵠沼３－１２－３７ 常　勤:    6レーション　代表取締 新規 現存
     (薬       6)役　宮下　雄二 平23. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2900228,411.5 鵠沼海岸薬局 〒251-0037 0466-30-1122株式会社グリーンメデ勝亦　亮介 平23. 4. 1 薬局
     藤薬411 藤沢市鵠沼海岸３－５－７ 常　勤:    2ィカル　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)服部　孝廣 平23. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2901228,412.3 ハックドラッグ湘南ラ〒251-0861 0466-86-8981株式会社ＣＦＳコーポ澤　浩子 平23. 4. 1 薬局
     藤薬412 イフタウン薬局 藤沢市大庭５５２６－２１ 常　勤:    7レーション　代表取締 新規 現存
     (薬       7)役　宮下　雄二 平23. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2902228,414.9 ななほし薬局長後店 〒252-0801 0466-54-9244株式会社　ウッドビレ鶴田　清香 平23. 7. 1 薬局
     藤薬414 藤沢市長後７０６　ライフコート常　勤:    3ッジ　代表取締役　木 新規 現存
     長後１０８ (薬       3)村　美幸 平23. 7. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2903228,416.4 中村薬局　石川店 〒252-0815 0466-86-6301株式会社　中村薬局　大塚　純 平23.10. 1 薬局
     藤薬416 藤沢市石川６－２１－１３ 常　勤:    2代表取締役　中村　浩 交代 現存
     (薬       2)幸 平23.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2904228,417.2 ダイエー藤沢店薬局 〒251-0052 0466-28-2254株式会社ダイエー　代中村　秀司 平23.11. 1 薬局
     藤薬417 藤沢市藤沢５２０ 常　勤:    6表取締役　村井　正平 新規 現存
     (薬       6) 平23.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2905228,418.0 薬局トモズ　テラスモ〒251-0041 0466-86-7118株式会社　トモズ　代小幡　明子 平23.11.10 薬局
     藤薬418 ール湘南店 藤沢市辻堂神台１－３－１テラス常　勤:    6表取締役　師岡　伸生 新規 現存
     モール湘南１Ｆ (薬       6) 平23.11.10
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2906228,419.8 日本調剤　 堂薬局 〒251-0047 0466-31-0622日本調剤株式会社　代於保　香代子 平23.11. 1 薬局
     藤薬419 藤沢市辻堂２－９－３ 常　勤:    4表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       4) 平23.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2907228,420.6 太平台エルム薬局 〒251-0044 0466-35-3758エルム薬局株式会社　吉田　治子 平23.11. 1 薬局
     藤薬420 藤沢市辻堂太平台１－３－１ 常　勤:    1代表取締役　髙梨　哲 交代 現存
     (薬       1)也 平23.11. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2908228,421.4 なかよし薬局　湘南台〒252-0804 0466-43-7555株式会社　イノベイシ岩崎　智美 平24. 5. 1 薬局
     藤薬421 店 藤沢市湘南台１－２３－１６ 常　勤:    1ョンオブメディカルサ 新規 現存
     (薬       1)ービス　代表取締役　 平24. 5. 1
     非常勤:    3遠藤　成一
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2909228,422.2 さなえ薬局　辻堂店 〒251-0041 0466-90-5610株式会社　さなえ　代鈴木　康一 平24. 6. 1 薬局
     藤薬422 藤沢市辻堂神台２－２－１ 常　勤:    4表取締役　大野　富生 新規 現存
     (薬       4) 平24. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2910228,424.8 ドラッグセイムス　湘〒252-0804 0466-42-1371株式会社　富士薬品　加藤　里奈 平24. 7. 1 薬局
     藤薬424 南台薬局 藤沢市湘南台４－７－１４ 常　勤:    1代表取締役　高柳　昌 新規 現存
     (薬       1)幸 平24. 7. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2911228,425.5 田辺薬局 堂元町店 〒251-0043 0466-30-2702田辺薬局株式会社　代西澤　侑香 平24.10. 1 薬局
     藤薬425 藤沢市辻堂元町４－７－２１ 常　勤:    3表取締役　佐藤　淳一 新規 現存
     (薬       3) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2912228,426.3 善行中央薬局 〒251-0871 0466-90-0590株式会社エムファ　代松尾　寿也 平24.10.17 薬局
     藤薬426 藤沢市善行１－２５－１３ＭＫ湘常　勤:    1表取締役　松尾　寿也 新規 現存
     南１０１ (薬       1) 平24.10.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2913228,428.9 新鵠沼薬局 〒251-0037 0466-33-7810総合メディカル株式会白鳥　賢一 平24.10. 1 薬局
     藤薬428 藤沢市鵠沼海岸２－５－３ 常　勤:    1社　代表取締役　田代 交代 現存
     (薬       1)　五男 平24.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2914228,429.7 堂はまべ薬局 〒251-0045 0466-90-5544株式会社ヘルスプラン玄蕃　雄一郎 平24.12. 1 薬局
     藤薬429 藤沢市辻堂東海岸１－１２－２０常　勤:    4　代表取締役　小林　 新規 現存
     (薬       4)繁幸 平24.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2915228,431.3 どんぐり薬局 〒251-0031 0466-54-8721株式会社けいゆう　代和栗　美子 平25. 4. 1 薬局
     藤薬431 藤沢市鵠沼藤が谷２－２－１１ 常　勤:    2表取締役　和栗　美子 新規 現存
     (薬       2) 平25. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2916228,432.1 メディスンショップ　〒251-0871 0466-84-1050セントケア神奈川株式佐々木　弘実 平25. 4. 1 薬局
     藤薬432 セントケア薬局善行 藤沢市善行１－２０－２メゾン松常　勤:    1会社　代表取締役　白 新規 現存
     本Ⅰ　１Ｆ (薬       1)鳥　淳 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2917228,434.7 橘マリン薬局 〒251-0024 0466-53-7070有限会社ファースト薬村瀨　義方 平25. 6. 1 薬局
     藤薬434 藤沢市鵠沼橘１－１－４砂川ビル常　勤:    2品　代表取締役　田中 新規 現存
     ２Ｆ (薬       2)　靜子 平25. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2918228,435.4 ふじいろ薬局 〒251-0052 0466-54-7011一般社団法人メディホ露木　聡史 平25. 7. 1 薬局
     藤薬435 藤沢市藤沢８５９ 常　勤:    2ープかながわ　代表理 交代 現存
     (薬       2)事　木村　久美子 平25. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2919230,008.5 有限会社　順天堂薬局〒250-0011 0465-22-2902有限会社順天堂薬局　石井　志眞子 昭32.10. 1 薬局
     小薬8 小田原市栄町４－１－５ 常　勤:    2代表取締役　石井　理 現存
     (薬       2)美 平23.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2920230,009.3 （資）楽天堂薬局 〒250-0012 0465-24-1358（資）楽天堂薬局　無鈴木　弘子 昭32.10. 1 薬局
     小薬9 小田原市本町１－１０－１９ 常　勤:    2限責任社員　鈴木　幸 現存
     (薬       2)弘 平23.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2921230,015.0 株式会社済生堂薬局小〒250-0012 0465-22-2014株式会社済生堂薬局小小西　正樹 昭32.10. 1 薬局
     小薬15 西本店 小田原市本町４－２－４８ 常　勤:    1西本店　代表取締役　 現存
     (薬       1)小西　正樹 平23.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2922230,016.8 有限会社光生堂薬局 〒250-0012 0465-22-5081（有）光生堂薬局　代平澤　顕子 昭52.10.12 薬局
     小薬16 小田原市本町２－１０－１４ 常　勤:    1表取締役　平澤　綱一 現存
     (薬       1) 平22.10.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2923230,036.6 健康堂薬局 〒250-0042 0465-34-0906有限会社　健康堂薬局栢沼　豊美 平14.12. 1 薬局
     小薬36 小田原市荻窪５３１ 常　勤:    2　代表取締役　栢沼　 移動 現存
     (薬       2)豊美 平20.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2924230,039.0 有限会社酒匂薬局 〒256-0816 0465-47-3368有限会社　酒匂薬局　山崎　敏雄 昭44.12. 1 薬局
     小薬39 小田原市酒匂５－１２－２９ 常　勤:    3代表取締役　山崎　敏 現存
     (薬       3)雄 平23.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2925230,040.8 有限会社帰陽堂オギク〒250-0045 0465-34-8212有限会社帰陽堂オギク元久　由美 昭45. 5.20 薬局
     小薬40 ボ薬局 小田原市城山２－１５－２９ 常　勤:    2ボ薬局　代表取締役　 現存
     (薬       2)高山　和子 平24. 5.20
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2926230,048.1 有限会社 壁薬局 〒250-0011 0465-22-4804有限会社　 壁薬局　 壁　洋善 平23. 8.15 薬局
     小薬48 小田原市栄町３－２２－７ 常　勤:    2代表取締役　 壁　洋 移動 現存
     (薬       2)善 平23. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2927230,052.3 （株）矢野光信堂薬局〒250-0034 0465-22-5256（株）矢野光信堂薬局矢野　和子 昭49.12. 1 薬局
     小薬52 小田原市板橋１８０ 常　勤:    1　代表取締役　矢野　 現存
     (薬       1)達男 平22.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2928230,053.1 株式会社川口薬局 〒250-0853 0465-36-2603株式会社川口薬局　代足立　泰一 昭50. 1. 1 薬局
     小薬53 小田原市堀之内２０６ 常　勤:    2表取締役　足立　京子 現存
     (薬       2) 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2929230,059.8 川瀬薬局 〒256-0812 0465-48-1165（有）川瀬商事　代表川瀬　佳子 昭50. 9.15 薬局
     小薬59 小田原市国府津１９９２ 常　勤:    1取締役　川瀬　輝雄 現存
     (薬       1) 平23. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2930230,066.3 株式会社　平成薬局 〒250-0012 0465-23-3211株式会社平成薬局　代市川　和子 平14. 4.30 薬局
     小薬66 小田原市本町４－１－２５ 常　勤:    5表取締役　藤間　久也 移動 現存
     (薬       5) 平26. 4.30
     非常勤:    2
     (薬       2)
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 2931230,074.7 山岡薬局 〒250-0055 0465-34-1457山岡　英子 山岡　英子 昭53. 9. 1 薬局
     小薬74 小田原市久野１４９ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平23. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2932230,076.2 株式会社　オクツ薬局〒250-0004 0465-24-2622株式会社　オクツ薬局大澤　彰 平17. 5.18 薬局
     小薬76 小田原市浜町１－１４－１ 常　勤:    2　代表取締役　櫻木　 移動 現存
     (薬       2)達夫 平23. 5.18
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2933230,086.1 有限会社ひかり薬局本〒250-0004 0465-24-0612有限会社ひかり薬局　神山　せい子 昭56. 4. 1 薬局
     小薬86 店 小田原市浜町３－１１－１０ 常　勤:    5代表取締役　神山　せ 現存
     (薬       5)い子 平23. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2934230,099.4 お堀端オクツ薬局 〒250-0011 0465-24-1778株式会社オクツ薬局　堤　淳子 昭57.10.15 薬局
     小薬99 小田原市栄町１－１３－３８ 常　勤:    2代表取締役　櫻木　達 現存
     (薬       2)夫 平24.10.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2935230,101.8 栢山調剤薬局 〒250-0852 0465-37-1983株式会社志紀藥品　代戸田　貞子 平23. 7. 4 薬局
     小薬101 小田原市栢山２６６０－１ 常　勤:    1表取締役　矢野　圭子 移動 現存
     (薬       1) 平23. 7. 4
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2936230,106.7 おほりばた薬局 〒250-0011 0465-22-3490有限会社清水商店　代野口　節子 昭60. 8.15 薬局
     小薬106 小田原市栄町１－１２－４ 常　勤:    1表取締役　清水　一恵 現存
     (薬       1) 平24. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2937230,112.5 サン・ファーマシー 〒250-0875 0465-47-9383綾部　昭弘 綾部　昭弘 昭61.11. 1 薬局
     小薬112 小田原市南鴨宮３－１２－４ 常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平22.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2938230,114.1 有限会社　健やか薬局〒250-0878 0465-47-4362有限会社　健やか薬局中沢　翔 平26. 7.19 薬局
     小薬114 小田原市下新田２６４－１２ 常　勤:    4　代表取締役　夏目　 移動 現存
     (薬       4)治代 平26. 7.19
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2939230,115.8 栄町オクツ薬局 〒250-0011 0465-24-2088株式会社オクツ薬局　奥津　あや 平 9. 6.16 薬局
     小薬115 小田原市栄町４－９－５ 常　勤:    3代表取締役　櫻木　達 移動 現存
     (薬       3)夫 平24. 6.16
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2940230,117.4 Ｔ・Ｋ薬局 〒250-0034 0465-22-5536有限会社Ｔ・Ｋドラッ守屋　一徳 昭63.10.15 薬局
     小薬117 小田原市板橋９５ 常　勤:    3グ　代表取締役　日下 現存
     (薬       3)部　富生 平24.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2941230,120.8 小田原市休日夜間急患〒256-0816 0465-47-0826公益社団法人小田原薬杉崎　薫 昭63.12. 1 薬局
     小薬120 調剤薬局 小田原市酒匂２－３２－１６ 常　勤:    1剤師会　会長　相田　 現存
     (薬       1)邦彦 平21.12. 1
     非常勤:   52
     (薬      52)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2942230,122.4 扇町オクツ薬局 〒250-0001 0465-35-9401株式会社オクツ薬局　中村　昌代 平元. 7. 1 薬局
     小薬122 小田原市扇町４－７－１５ 常　勤:    6代表取締役　櫻木　達 現存
     (薬       6)夫 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2943230,124.0 野田薬局 〒256-0811 0465-47-5222野田　恵子 野田　恵子 平 2. 4. 1 薬局
     小薬124 小田原市田島１４１ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2944230,125.7 みどり薬局 〒250-0011 0465-23-2676有限会社　みどりコー二宮　純子 平 2. 5. 1 薬局
     小薬125 小田原市栄町１－１５－３ 常　勤:    3ポレーション　代表取 現存
     (薬       3)締役　杉山　剛 平23. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2945230,127.3 夏目薬局 〒250-0011 0465-22-5632株式会社　夏目薬局　夏目　芳夫 平 2. 9. 1 薬局
     小薬127 小田原市栄町１－１４－９ 常　勤:    3代表取締役　夏目　芳 現存
     (薬       3)夫 平23. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2946230,132.3 株式会社オダハラ薬局〒250-0011 0465-22-3048株式会社オダハラ薬局鈴木　賢治 平 4.10.15 薬局
     小薬132 小田原市栄町２－７－３８ 常　勤:    5　代表取締役　鈴木　 現存
     (薬       5)賢治 平22.10.15
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2947230,135.6 長野薬局 〒250-0865 0465-36-1623長野　曜子 長野　曜子 平 5. 5.15 薬局
     小薬135 小田原市蓮正寺１２４－４ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平23. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2948230,136.4 桔梗屋吉田薬局 〒250-0011 0465-22-6633有限会社　桔梗屋吉田吉田　育子 平21.11. 5 薬局
     小薬136 小田原市栄町２－９－３９　小田常　勤:    1商店　代表取締役　吉 移動 現存
     原ＥＰＯ　１Ｆ (薬       1)田　尚子 平21.11. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2949230,137.2 あさひ調剤薬局 〒250-0865 0465-36-1565（株）志紀薬品　代表杉山　順 平 5. 6. 1 薬局
     小薬137 小田原市蓮正寺３５８－１ベルデ常　勤:    3取締役　矢野　圭子 新規 現存
     ュール螢田１－１０２ (薬       3) 平23. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2950230,148.9 せいらん薬局 〒250-0001 0465-34-1144大川　ゆづり 大川　ゆづり 平 7. 6.15 薬局
     小薬148 小田原市扇町３－１７－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平22. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2951230,150.5 有限会社セントラル薬〒250-0875 0465-47-6952有限会社セントラル薬大塚　雅史 平25. 7.13 薬局
     小薬150 局 小田原市南鴨宮３－３３－１ 常　勤:    2局　代表取締役　大塚 移動 現存
     (薬       2)　雅史 平25. 7.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2952234,000.8 つくし薬局　久野店 〒250-0055 0465-20-3946株式会社わかば　代表田中　信好 平25.12. 1 薬局
     小薬4000 小田原市久野４６９ 常　勤:    1取締役　杉本年光 新規 現存
     (薬       1) 平25.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2953234,001.6 一般社団法人芙蓉薬局〒256-0815 0465-48-3800一般社団法人芙蓉薬局荒井　俊明 平26. 7.14 薬局
     小薬4001 小田原市小八幡３－１８－１５ 常　勤:   11　代表理事　讓原　律 新規 現存
     (薬      11)夫 平26. 7.14
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2954234,002.4 クリエイト薬局小田原〒250-0216 0465-41-2070株式会社クリエイトエ長坂　亮 平26. 8. 1 薬局
     小薬4002 高田柳町店 小田原市高田３０９－１ 常　勤:    1ス・ディー　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　廣瀨　泰三 平26. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2955238,152.3 薬局小田原くすりばこ〒250-0862 0465-37-5531株式会社アーテリー　望月　和子 平 8. 6. 1 薬局
     小薬152 小田原市成田１５６－５ 常　勤:    1代表取締役　相田　邦 新規 現存
     (薬       1)彦 平23. 6. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2956238,153.1 小田原新幹線薬局 〒250-0045 0465-23-3888株式会社オール・プラ齋藤　達也 平26. 7. 1 薬局
     小薬153 小田原市城山３－２２－９西口青常　勤:    2ン社　代表取締役　大 移動 現存
     橋ビル１Ｆ　１０１ (薬       2)下　新治 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2957238,154.9 久野調剤薬局 〒250-0055 0465-35-1766内野　知和子 内野　知和子 平 8. 7.15 薬局
     小薬154 小田原市久野９１１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平23. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2958238,155.6 有限会社　さわやか薬〒256-0812 0465-48-5188有限会社さわやか薬局河原　めぐみ 平14. 8.13 薬局
     小薬155 局 小田原市国府津４－３－１６ 常　勤:    2　代表取締役　河原　 移動 現存
     (薬       2)広季 平26. 8.13
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2959238,158.0 扇町薬局 〒250-0001 0465-32-2320有限会社すみれ調剤薬増田　真大 平 9. 4. 1 薬局
     小薬158 小田原市扇町１－１６－３７宮内常　勤:    2局　代表取締役　髙田 新規 現存
     ビル１０３ (薬       2)　浩司 平24. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2960238,159.8 あおば薬局 〒250-0051 0465-35-0506有限会社木川薬局　代藤井　導祐 平 9. 5. 1 薬局
     小薬159 小田原市北ノ窪５１１－３ 常　勤:    5表取締役　木川　敬三 新規 現存
     (薬       5) 平18. 5. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2961238,160.6 薬局栄町くすりばこ 〒250-0011 0465-21-1393株式会社　アーテリー内藤　恵子 平23. 2.14 薬局
     小薬160 小田原市栄町３－１８－１ 常　勤:    1　代表取締役　相田　 移動 現存
     (薬       1)邦彦 平23. 2.14
     非常勤:    8
     (薬       8)
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 2962238,161.4 皇漢堂薬局　本店 〒250-0865 0465-37-6600竹内　啓喜 竹内　まゆみ 平 9. 7. 1 薬局
     小薬161 小田原市蓮正寺１４８－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2963238,163.0 有限会社　順天堂薬局〒250-0011 0465-21-1383有限会社　順天堂薬局森　真弥 平 9. 8.15 薬局
     小薬163 栄町支店 小田原市栄町２－１５－１４ 常　勤:    2　代表取締役　石井　 新規 現存
     (薬       2)理美 平24. 8.15
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2964238,164.8 外郎藤右衛門薬局 〒250-0012 0465-24-0560株式会社　ういろう　中山　正大 平 8.11. 9 薬局
     小薬164 小田原市本町１－１３－１７ 常　勤:    2代表取締役　外郎　武 組織変更 現存
     (薬       2) 平23.11. 9
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2965238,167.1 ういろう駅前店調剤薬〒250-0011 0465-24-0268株式会社　ういろう　丸井　賢次郎 平19. 6.15 薬局
     小薬167 局 小田原市栄町１－２－１０秋山ビ常　勤:    6代表取締役　外郎　武 移動 現存
     ル１Ｆ (薬       6) 平25. 6.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2966238,171.3 有限会社　小西漢方薬〒250-0875 0465-47-9887有限会社　小西漢方薬小西　正也 平10. 4. 1 薬局
     小薬171 局 小田原市南鴨宮３－５－２１ 常　勤:    1局　代表取締役　小西 新規 現存
     (薬       1)　正也 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2967238,172.1 アルファ薬局 〒250-0851 0465-39-2300有限会社　アルファ薬中井　倫子 平10. 7. 1 薬局
     小薬172 小田原市曽比２１５９－４ 常　勤:    2局　代表取締役　中井 新規 現存
     (薬       2)　素行 平22. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2968238,175.4 こうめ薬局 〒250-0852 0465-39-2336株式会社　わかば　代佐藤　浩一 平21.11.24 薬局
     小薬175 小田原市栢山４９９－１ 常　勤:    1表取締役　杉本　年光 移動 現存
     (薬       1) 平21.11.24
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2969238,176.2 有限会社　わかば調剤〒250-0203 0465-41-1102有限会社わかば調剤薬石黒　久子 平11. 2.15 薬局
     小薬176 薬局 小田原市曽我岸１２０－２ 常　勤:    5局　代表取締役　神野 新規 現存
     (薬       5)　文世 平23. 2.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
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 2970238,177.0 皇漢堂薬局魚市場支店〒250-0021 0465-24-0122竹内　啓喜 竹内　啓喜 平11. 6. 1 薬局
     小薬177 小田原市早川１－６－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平23. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2971238,178.8 のぞみ薬局 〒250-0004 0465-24-9333有限会社　ひかり薬局府川　佳代 平11.10.15 薬局
     小薬178 小田原市浜町１－１０－３２ 常　勤:    2　代表取締役　神山　 新規 現存
     (薬       2)せい子 平23.10.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2972238,179.6 ミキ薬局小田原店 〒250-0055 0465-66-1066株式会社　メディカル糸井　政美 平11.11. 1 薬局
     小薬179 小田原市久野１５０－４ 常　勤:    4ファーマシィー　代表 新規 現存
     (薬       4)取締役　和田　功 平23.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2973238,183.8 とみず薬局 〒250-0853 0465-39-4601株式会社　トラスト　佐藤　英隆 平12.10. 1 薬局
     小薬183 小田原市堀之内１６－９ 常　勤:    2代表取締役　金子　貴 新規 現存
     (薬       2)一 平24.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2974238,185.3 アイ調剤薬局 〒250-0055 0465-66-5110有限会社　光生堂薬局平澤　綱一 平12.11. 1 薬局
     小薬185 小田原市久野７３－５ 常　勤:    3　代表取締役　平澤　 新規 現存
     (薬       3)綱一 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2975238,187.9 ひまわり調剤薬局小田〒250-0055 0465-66-5660有限会社　サンライズ岩本　俊一 平13. 4.15 薬局
     小薬187 原支店 小田原市久野７１－４プリムロー常　勤:    2ファーマシー　代表取 新規 現存
     ズ２１－１Ｆ (薬       2)締役　渡邊　哲男 平25. 4.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2976238,188.7 くすりランド 〒256-0817 0465-49-1603有限会社　健やか薬局土橋　弘靖 平18. 8.14 薬局
     小薬188 小田原市西酒匂２－８－４６ 常　勤:    3　代表取締役　夏目　 移動 現存
     (薬       3)治代 平24. 8.14
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2977238,189.5 平安薬局 〒250-0012 0465-21-6331平安薬局　株式会社　栗木　智行 平13. 5.15 薬局
     小薬189 小田原市本町１－１－１６ 常　勤:   14代表取締役　伊東　ひ 新規 現存
     (薬      14)ろ子 平25. 5.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
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 2978238,191.1 ハックドラッグ富水薬〒250-0853 0465-39-3395株式会社　ＣＦＳコー岩田　義人 平13.12. 1 薬局
     小薬191 局 小田原市堀之内２２２－１ 常　勤:    3ポレーション　代表取 新規 現存
     (薬       3)締役　宮下　雄二 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2979238,192.9 薬局下曽我くすりばこ〒250-0206 0465-41-1595株式会社　アーテリー長野　寛美 平13.12. 1 薬局
     小薬192 小田原市曽我原１９７－３ 常　勤:    2　代表取締役　相田　 新規 現存
     (薬       2)邦彦 平25.12. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2980238,194.5 つくし薬局 〒250-0011 0465-21-0002株式会社　わかば　代重田　玄子 平14. 2. 1 薬局
     小薬194 小田原市栄町２－１３－２４ 常　勤:    4表取締役　杉本　年光 新規 現存
     (薬       4) 平26. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2981238,195.2 蛍田薬局 〒250-0865 0465-36-4775渡邊　千括 渡邊　千括 平14. 4. 1 薬局
     小薬195 小田原市蓮正寺７８３－４０ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2982238,197.8 アペックス小田原薬局〒250-0045 0465-31-0540株式会社　アペックス露木　慎一 平14. 8. 1 薬局
     小薬197 小田原市城山１－４－１新幹線ビ常　勤:    1　代表取締役　阿部　 新規 現存
     ル (薬       1)孝紀 平26. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2983238,198.6 むぎのめ薬局 〒250-0875 0465-49-2232有限会社　ヴァントー安藤　由香 平15. 3.15 薬局
     小薬198 小田原市南鴨宮３－１９－１７ 常　勤:    2ズ　代表取締役　藤田 新規 現存
     (薬       2)　和雄 平21. 3.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2984238,199.4 エール薬局 〒250-0872 0465-41-1117株式会社エール　代表長瀨　未季 平15. 4. 1 薬局
     小薬199 小田原市中里７７－１ 常　勤:    3取締役　多田　祥英 新規 現存
     (薬       3) 平21. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2985238,201.8 風祭薬局 〒250-0032 0465-24-0402熊井　佳子 熊井　佳子 平15. 6. 1 薬局
     小薬201 小田原市風祭２２４－３ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平21. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2986238,203.4 すずらん薬局 〒250-0214 0465-41-1415有限会社栄進　代表取浅沼　亙 平16. 5. 1 薬局
     小薬203 小田原市永塚７－３ 常　勤:    1締役　鶴　恒雄 新規 現存
     (薬       1) 平22. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2987238,204.2 順天堂薬局　中里支店〒250-0872 0465-41-2001有限会社順天堂薬局　伊東　紀美 平16. 6.15 薬局
     小薬204 小田原市中里３７８ 常　勤:    3代表取締役　石井　理 新規 現存
     (薬       3)美 平22. 6.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2988238,205.9 スマイル薬局 〒250-0873 0465-46-1275株式会社キシオカ薬品岸岡　弓恵 平16. 9.15 薬局
     小薬205 小田原市矢作５－１ 常　勤:    1　代表取締役　岸岡　 新規 現存
     (薬       1)昌司 平22. 9.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2989238,207.5 アイセイ薬局　富水店〒250-0853 0465-38-0737株式会社アイセイ薬局下澤　良子 平16.11. 1 薬局
     小薬207 小田原市堀之内２１８－１ 常　勤:    5　代表取締役　岡村　 交代 現存
     (薬       5)幸彦 平22.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2990238,208.3 健やか薬局南口店 〒250-0875 0465-46-1780有限会社　健やか薬局小川　丈博 平17. 1. 1 薬局
     小薬208 小田原市南鴨宮３－４９－５ 常　勤:    2　代表取締役　夏目　 新規 現存
     (薬       2)治代 平23. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2991238,209.1 しらゆり薬局 〒256-0803 0465-43-5512有限会社栄進　代表取大沢　達朗 平17. 4. 1 薬局
     小薬209 小田原市中村原７３２ 常　勤:    1締役　鶴　恒雄 新規 現存
     (薬       1) 平23. 4. 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

［平成26年11月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成26年11月 4日作成   404 頁

 2992238,210.9 ハックエクスプレス小〒250-0011 0465-21-2891株式会社　ＣＦＳコー矢後　智由 平17. 7. 1 薬局
     小薬210 田原ラスカ薬局 小田原市栄町１－１－９小田原ラ常　勤:    5ポレーション　代表取 新規 現存
     スカ２Ｆ (薬       5)締役　宮下　雄二 平23. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2993238,211.7 西大友薬局 〒250-0212 0465-39-2919株式会社アペックス　土田　哉美 平17.12. 1 薬局
     小薬211 小田原市西大友３－１ 常　勤:    1代表取締役　阿部　孝 新規 現存
     (薬       1)紀 平23.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2994238,212.5 珊瑚薬局　小田原店 〒250-0011 0465-21-5908株式会社マハロ　代表三堀　智広 平18. 4. 1 薬局
     小薬212 小田原市栄町１－１４－４１音羽常　勤:    2取締役　谷本　聖志 新規 現存
     プラザビル１Ｆ (薬       2) 平24. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2995238,214.1 なかやま薬局 〒250-0012 0465-22-3246平井　裕子 平井　裕子 平19. 2. 1 薬局
     小薬214 小田原市本町２－１３－１１ 常　勤:    2 交代 現存
     (薬       2) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2996238,217.4 かもの宮薬局 〒250-0874 0465-46-0288株式会社　アペックス村上　雄彦 平19. 5.15 薬局
     小薬217 小田原市鴨宮３０９－１ 常　勤:    1　代表取締役　阿部　 新規 現存
     (薬       1)孝紀 平25. 5.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2997238,219.0 さくら薬局 〒250-0874 0465-46-0230有限会社　健やか薬局宮川　洋文 平20. 6.15 薬局
     小薬219 小田原市鴨宮２５３－１３ 常　勤:    2　代表取締役　夏目　 新規 現存
     (薬       2)治代 平26. 6.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2998238,220.8 クリエイトエス・ディ〒250-0873 0465-39-1591株式会社　クリエイト鹿谷　祐子 平20. 8.15 薬局
     小薬220 ー小田原矢作店薬局 小田原市矢作３８７－１ 常　勤:    3エス・ディー　代表取 新規 現存
     (薬       3)締役　廣瀨　泰三 平26. 8.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2999238,221.6 ウエルシア薬局　小田〒250-0005 0465-21-6017ウエルシア薬局株式会藤原　利江 平20.11. 1 薬局
     小薬221 原中町店 小田原市中町３－４－２８ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平26.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3000238,222.4 さくらんぼ薬局　鴨宮〒256-0816 0465-49-4633有限会社　Ｍ＆Ｙ企画川崎　倫子 平20.12. 1 薬局
     小薬222 店 小田原市酒匂１－４－１ 常　勤:    1　代表取締役　齋藤　 新規 現存
     (薬       1)ひろみ 平20.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3001238,223.2 新生薬局 〒250-0866 0465-37-7338株式会社　怜凰　代表河原　広季 平21. 3. 1 薬局
     小薬223 小田原市中曽根７８ 常　勤:    3取締役　河原　広季 交代 現存
     (薬       3) 平21. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3002238,224.0 ウエルシア薬局　小田〒256-0812 0465-46-0581ウエルシア薬局株式会渡邊　真矢 平21. 6. 1 薬局
     小薬224 原国府津店 小田原市国府津２９００－１ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平21. 6. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3003238,225.7 西湘薬局 〒256-0816 0465-46-0521徳永薬局　株式会社　奥江　知子 平21.10. 1 薬局
     小薬225 小田原市酒匂２－４１－３８ 常　勤:    1代表取締役　徳永　愛 新規 現存
     (薬       1)子 平21.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3004238,226.5 ホワイト薬局 〒250-0001 0465-35-1070有限会社　健やか薬局毛利　祐介 平22. 6. 1 薬局
     小薬226 小田原市扇町５－２９３－１ 常　勤:    1　代表取締役　夏目　 新規 現存
     (薬       1)治代 平22. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3005238,227.3 いずみ薬局 〒250-0863 0465-45-0660株式会社いずみ薬局　川久保　真幸 平22. 6. 1 薬局
     小薬227 小田原市飯泉８４１－６ 常　勤:    1代表取締役　川久保　 交代 現存
     (薬       1)真幸 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3006238,228.1 ハート薬局 〒250-0002 0465-66-6131株式会社ハート薬局　苗加　能紘 平22. 6. 1 薬局
     小薬228 小田原市寿町２－５－２０ 常　勤:    3代表取締役　苗加　能 交代 現存
     (薬       3)紘 平22. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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 3007238,229.9 新百合薬局 〒250-0874 0465-46-1065株式会社新百合薬局　中村　匡利 平22. 6. 1 薬局
     小薬229 小田原市鴨宮６６６－３－１ 常　勤:    2代表取締役　中村　匡 交代 現存
     (薬       2)利 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3008238,230.7 グリーン薬局 〒256-0811 0465-46-1441株式会社グリーン薬局鵜之沢　太亮 平24. 7.17 薬局
     小薬230 小田原市田島１２４ 常　勤:    2　代表取締役　鵜之沢 移動 現存
     (薬       2)　太亮 平24. 7.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3009238,231.5 くすのき薬局 〒250-0011 0465-43-7288くすのき薬局株式会社山崎　真弘 平23. 1. 1 薬局
     小薬231 小田原市栄町２－４－２６ 常　勤:    3　代表取締役　山崎　 新規 現存
     (薬       3)真弘 平23. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3010238,233.1 城山薬局 〒250-0045 0465-34-4680城山商事株式会社　代和氣　千賀 平23. 7. 1 薬局
     小薬233 小田原市城山２－３－４６ 常　勤:    2表取締役　﨑村　はる 新規 現存
     (薬       2)み 平23. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3011238,234.9 ウエルシア薬局　小田〒250-0875 0465-45-0220ウエルシア薬局株式会松岡　永明 平23. 9. 1 薬局
     小薬234 原南鴨宮店 小田原市南鴨宮３－２０－１０ 常　勤:    2社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       2)　秀晴 平23. 9. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3012238,236.4 クリエイト薬局　小田〒250-0866 0465-39-0181株式会社クリエイトエ長谷川　直人 平23.12. 1 薬局
     小薬236 原中曽根店 小田原市中曽根７２－１ 常　勤:    4ス・ディー　代表取締 新規 現存
     (薬       4)役　廣瀨　泰三 平23.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3013238,237.2 きよらか薬局 〒250-0863 0465-46-0510株式会社メディカルラ市川　昌章 平23.12.30 薬局
     小薬237 小田原市飯泉６５－２ 常　勤:    1ック　代表取締役　吉 新規 現存
     (薬       1)田　洋子 平23.12.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3014238,238.0 メディスンショップ　〒250-0011 0465-20-3225有限会社　ＧＥＮＫＩ鶴井　望美 平24. 4. 1 薬局
     小薬238 こゆるぎ薬局 小田原市栄町１－１４－４８ 常　勤:    3堂　代表取締役　德永 新規 現存
     (薬       3)　勇雄 平24. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3015238,239.8 中川薬局下大井店 〒250-0208 0465-39-1136株式会社グラム　代表山梨　真志 平24.11. 1 薬局
     小薬239 小田原市下大井６１０－１ 常　勤:    1取締役　中川　一光 交代 現存
     (薬       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3016238,240.6 クリエイト薬局小田原〒250-0042 0465-30-1055株式会社クリエイトエ伊藤　豊大 平24.12. 1 薬局
     小薬240 荻窪店 小田原市荻窪２７８－５ 常　勤:    1ス・ディー　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　廣瀨　泰三 平24.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3017238,242.2 めぐみ薬局 〒250-0045 0465-20-9466有限会社清水商店　代清水　一恵 平25. 3. 1 薬局
     小薬242 小田原市城山４－２３－２０ 常　勤:    1表取締役　清水　一恵 新規 現存
     (薬       1) 平25. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3018238,243.0 ひだまり薬局　扇町店〒250-0001 0465-43-7047サンプレスメディカル松本　麻紀 平25. 9. 1 薬局
     小薬243 小田原市扇町３－１３－１４ 常　勤:    1株式会社　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　藤本　照代 平25. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3019240,004.2 今井薬局 〒253-0043 0467-85-1721有限会社　今井薬局　松本　玲子 平11. 4. 1 薬局
     茅薬4 茅ヶ崎市元町２－４ 常　勤:    4代表取締役　今井　直 移動 現存
     (薬       4) 平23. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3020240,009.1 株式会社寺田薬局 〒253-0044 0467-82-2886株式会社　寺田藥局　寺田　洋 昭32.10. 1 薬局
     茅薬9 茅ヶ崎市新栄町２－２５ 常　勤:    4代表取締役　寺田　洋 現存
     (薬       4) 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3021240,033.1 間宮薬局 〒253-0026 0467-82-6594間宮　和子 間宮　和子 昭49.11.15 薬局
     茅薬33 茅ケ崎市旭が丘４－４ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平22.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3022240,046.3 今井薬局円蔵店 〒253-0084 0467-52-0898有限会社今井薬局　代小野　文子 平26. 5. 1 薬局
     茅薬46 茅ヶ崎市円蔵１－２３－１２ 常　勤:    7表取締役　今井　直 移動 現存
     (薬       7) 平26. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
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 3023240,050.5 アベ薬局 〒253-0051 0467-85-6819阿部　進 阿部　進 昭56.11. 1 薬局
     茅薬50 茅ヶ崎市若松町８－１９ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平23.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3024240,052.1 茅ケ崎薬剤師会　調剤〒253-0042 0467-51-4711一般社団法人茅ケ崎寒鈴木　良雄 昭57. 1. 1 薬局
     茅薬52 薬局 茅ヶ崎市本村５－９－５ 常　勤:    4川薬剤師会　会長　木 現存
     (薬       4)下　泰男 平24. 1. 1
     非常勤:   45
     (薬      45)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3025240,063.8 株式会社あさひ薬局 〒253-0025 0467-87-0123株式会社　あさひ薬局神戸　久美 昭60. 5. 1 薬局
     茅薬63 茅ヶ崎市松が丘２－１０－１９ 常　勤:    2　代表取締役　小山　 現存
     (薬       2)英敏 平24. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3026240,066.1 薬樹薬局　茅ヶ崎 〒253-0043 0467-82-0981薬樹株式会社　代表取山﨑　妃佐子 平10. 7. 1 薬局
     茅薬66 茅ヶ崎市元町１６－７ 常　勤:    2締役　小森　雄太 その他 現存
     (薬       2) 平22. 7. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3027240,075.2 元町光薬局 〒253-0043 0467-87-5337有限会社　元町光薬局秋山　貞則 平13. 4.27 薬局
     茅薬75 茅ヶ崎市元町６－１０ 常　勤:    1　代表取締役　櫻本　 移動 現存
     (薬       1)綾子 平25. 4.27
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3028240,077.8 株式会社さかえ薬局 〒253-0086 0467-85-1843（株）さかえ薬局　代山本　昌子 平 7. 5. 1 薬局
     茅薬77 茅ヶ崎市浜之郷９５２－１１ 常　勤:    3表取締役　桾澤　真美 移動 現存
     (薬       3) 平22. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3029240,078.6 株式会社岩澤薬局 〒253-0052 0467-58-0570株式会社岩澤薬局　代伊奈　和則 昭63.12.15 薬局
     茅薬78 茅ヶ崎市幸町２２－６ 常　勤:    4表取締役　岩澤　いち 現存
     (薬       4)子 平21.12.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3030240,082.8 ハマミ薬局 〒253-0062 0467-86-5807有限会社ハマミ薬局　中田　玲子 平元. 8.15 薬局
     茅薬82 茅ヶ崎市浜見平１０－１－７ 常　勤:    3代表取締役　金塚　克 現存
     (薬       3)己 平22. 8.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3031240,085.1 ソーヤクファーマシー〒253-0053 0467-58-1377株式会社ソーヤク　代山田　正美 平 2. 1.15 薬局
     茅薬85 茅ヶ崎市東海岸北３－１０－１１常　勤:    1表取締役　高山　洋子 現存
     (薬       1) 平23. 1.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3032240,088.5 有限会社　アポ　木下〒253-0053 0467-86-6575有限会社　アポ　木下東山　典子 平 2. 6.22 薬局
     茅薬88 薬局 茅ヶ崎市東海岸北１－１－１７ 常　勤:    1　 男 現存
     (薬       1) 平23. 6.22
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3033240,092.7 くすりの玉野 〒253-0082 0467-54-7622玉野　浩久 玉野　浩久 平 3. 4.15 薬局
     茅薬92 茅ヶ崎市香川１－３８－１８ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平24. 4.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3034240,095.0 稲垣ファーマシー 〒253-0002 0467-51-8223インターハート株式会田中　政樹 平15. 3.22 薬局
     茅薬95 茅ヶ崎市高田５－１－１５ 常　勤:    7社　代表取締役　稲垣 移動 現存
     (薬       7)　雅彦 平21. 3.22
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3035240,096.8 （株）アサヒファーマ〒253-0018 0467-54-8885株式会社　アサヒファ篠原　鉄兵 平 5. 4. 1 薬局
     茅薬96 シー室田薬局 茅ヶ崎市室田１－２－５ 常　勤:    3ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       3)　堀之内　仁 平23. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3036240,101.6 ニコニコ平和町薬局 〒253-0024 0467-88-3952有限会社ニコニコ薬品加藤　弘枝 平 6. 9. 1 薬局
     茅薬101 茅ケ崎市平和町１－５ 常　勤:    2　代表取締役　長坂　 新規 現存
     (薬       2)由美子 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3037240,103.2 今井薬局　緑が浜 〒253-0034 0467-88-5666有限会社　今井薬局　新谷　恵子 平 7. 3.15 薬局
     茅薬103 茅ケ崎市緑が浜２－２４ 常　勤:    4代表取締役　今井　直 新規 現存
     (薬       4) 平22. 3.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3038240,105.7 タマノ薬局ライト店 〒253-0082 0467-51-1237玉野　浩久 玉野　由利子 平 7. 8.15 薬局
     茅薬105 茅ケ崎市香川１－１１－２７ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平22. 8.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3039240,108.1 ハックドラッグ辻堂薬〒253-0021 0467-59-1589株式会社　ＣＦＳコー木下　美雪 平 7.10. 1 薬局
     茅薬108 局 茅ケ崎市浜竹３－４－４７ 常　勤:    3ポレーション　代表取 新規 現存
     (薬       3)締役　宮下　雄二 平22.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3040244,000.6 サトノ薬局 〒253-0051 0467-55-9348有限会社コスモ湘南　芦刈　典子 平25.12. 1 薬局
     茅薬4000 茅ヶ崎市若松町１９－１９ 常　勤:    2代表取締役　芦刈　典 新規 現存
     (薬       2)子 平25.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3041244,001.4 クリエイト薬局茅ヶ崎〒253-0085 0467-84-0081株式会社クリエイトエ齋藤　ひとみ 平26. 5. 1 薬局
     茅薬4001 矢畑店 茅ヶ崎市矢畑２７４－１ 常　勤:    2ス・ディー　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　廣瀨　泰三 平26. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3042244,002.2 クリエイト薬局茅ヶ崎〒253-0053 0467-84-0024株式会社クリエイトエ山本　剛 平26. 6. 1 薬局
     茅薬4002 東海岸北店 茅ヶ崎市東海岸北３－１０－１８常　勤:    2ス・ディー　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　廣瀨　泰三 平26. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3043244,003.0 湘南ひまわり薬局 〒253-0052 0467-83-9383有限会社サン・メディ花島　邦彦 平26. 7. 1 薬局
     茅薬4003 茅ヶ崎市幸町６－１６－１０１ 常　勤:    1カル　代表取締役　花 新規 現存
     (薬       1)島　邦彦 平26. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3044244,004.8 マリン薬局円蔵店 〒253-0084 0467-84-8161有限会社オザワサンプ平川　祐介 平26. 7. 1 薬局
     茅薬4004 茅ヶ崎市円蔵２０８９－５ 常　勤:    1ライズ　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)小沢　道博 平26. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3045244,005.5 西浜薬局 〒253-0061 0467-58-6223株式会社コージーファ大山　富士乃 平26. 6. 1 薬局
     茅薬4005 茅ヶ崎市南湖５－２－３３ 常　勤:    1ーマシー　代表取締役 交代 現存
     (薬       1)　高橋　一成 平26. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3046248,114.1 フォーユーファーマシ〒253-0061 0467-88-6821有限会社　フォーユー小杉　裕一郎 平 8. 1. 1 薬局
     茅薬114 ー 茅ケ崎市南湖２－１３－２９ 常　勤:    6　取締役　小杉　裕一 新規 現存
     (薬       6)郎 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3047248,115.8 マリン薬局 〒253-0002 0467-54-4132有限会社　オザワサン稲福　京子 平15. 6. 1 薬局
     茅薬115 茅ケ崎市高田５－３－３４ 常　勤:    1プライズ　代表取締役 移動 現存
     (薬       1)　小沢　道博 平21. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3048248,116.6 なぎさ薬局 〒253-0053 0467-59-1131有限会社フクゴー　代服部　明美 平 8. 5. 1 薬局
     茅薬116 茅ケ崎市東海岸北１－７－２１ 常　勤:    1表取締役　三井　勝秋 新規 現存
     (薬       1) 平23. 5. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3049248,117.4 有限会社　わかば薬局〒253-0044 0467-87-6006有限会社わかば薬局　篠塚　友典 平16. 8.29 薬局
     茅薬117 茅ケ崎市新栄町１－１３ 常　勤:    1代表取締役　岩澤　一 移動 現存
     (薬       1)朗 平22. 8.29
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3050248,122.4 スバル薬局 〒253-0053 0467-86-6777株式会社　エステート尾関　和子 平 8. 8.15 薬局
     茅薬122 茅ケ崎市東海岸北５－１０－４８常　勤:    2ジャパン　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　永田　浩三 平23. 8.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3051248,123.2 くすりのカミムラ 〒253-0052 0467-88-1800有限会社　カミムラ薬神村　聖子 平 8. 9. 1 薬局
     茅薬123 茅ケ崎市幸町２２－２９ 常　勤:    1局　取締役　神村　聖 新規 現存
     (薬       1)子 平23. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3052248,125.7 ふじみ薬局　松林店 〒253-0017 0467-51-8821株式会社　エスピーシ栁田　優樹 平 9.10. 1 薬局
     茅薬125 茅ヶ崎市松林１－１６－４３ 常　勤:    1ー　代表取締役　氏家 新規 現存
     (薬       1)　永 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3053248,127.3 なかじま薬局　茅ケ崎〒253-0043 0467-58-6558有限会社　ナカジマメ大島　牧子 平13. 2.23 薬局
     茅薬127 店 茅ケ崎市元町１７－４ 常　勤:    2ディカル　代表取締役 移動 現存
     (薬       2)　前川　修 平25. 2.23
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3054248,131.5 あゆ薬局 〒253-0064 0467-58-2888秋山　孝継 秋山　宏美 平11. 1. 1 薬局
     茅薬131 茅ケ崎市柳島１－９－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3055248,133.1 アスカ薬局　茅ヶ崎本〒253-0052 0467-89-3883有限会社　サン・メデ亀山　賢司 平11. 3.15 薬局
     茅薬133 店 茅ヶ崎市幸町９－１１ 常　勤:    1ィカル　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)花島　邦彦 平23. 3.15
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3056248,137.2 マリン薬局　茅ケ崎中〒253-0084 0467-87-4770有限会社　オザワサン井上　英明 平21. 1.13 薬局
     茅薬137 央店 茅ケ崎市円蔵２４４３ 常　勤:    1プライズ　代表取締役 移動 現存
     (薬       1)　小沢　道博 平21. 1.13
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3057248,139.8 あおば薬局 〒253-0021 0467-89-2689田川　千尋 田川　千尋 平12. 5. 1 薬局
     茅薬139 茅ケ崎市浜竹３－４－３エクセル常　勤:    2 新規 現存
     シオール湘南辻堂１０２ (薬       2) 平24. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3058248,140.6 陽だまり薬局　中央店〒253-0041 0467-84-1588有限会社　メディケア徳山　京美 平12. 9. 4 薬局
     茅薬140 茅ケ崎市茅ケ崎２－１－８ 常　勤:    4　代表取締役　木野　 移動 現存
     (薬       4)篤 平24. 9. 4
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3059248,142.2 タマノ薬局 〒253-0002 0467-53-2029玉野　文久 玉野　文久 平12. 6.29 薬局
     茅薬142 茅ヶ崎市高田１－１４－６ 常　勤:    2 交代 現存
     (薬       2) 平24. 6.29
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3060248,148.9 田辺薬局　茅ヶ崎南店〒253-0053 0467-84-6160田辺薬局株式会社　代荒井　聡美 平14. 1. 1 薬局
     茅薬148 茅ケ崎市東海岸北２－１－３９－常　勤:    2表取締役　佐藤　淳一 新規 現存
     １０３ (薬       2) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3061248,149.7 木下薬局高田店 〒253-0002 0467-52-8332有限会社　アポ　代表鈴木　久美子 平14. 5. 1 薬局
     茅薬149 茅ケ崎市高田４－５－１１ＢＥＬ常　勤:    3取締役　木下 男 新規 現存
     Ａ　ＶＩＳＴＡ　Ａ (薬       3) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3062248,150.5 湘南たんぽぽ薬局 〒253-0031 0467-88-3939高橋　亜紀子 高橋　亜紀子 平14. 5. 1 薬局
     茅薬150 茅ケ崎市富士見町２－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3063248,151.3 陽だまり薬局本店 〒253-0083 0467-84-6860有限会社　メディケア大渕　文子 平14. 6.15 薬局
     茅薬151 茅ケ崎市西久保３９４－１ 常　勤:    3　代表取締役　木野　 新規 現存
     (薬       3)篤 平26. 6.15
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3064248,154.7 ハト薬局 〒253-0031 0467-84-3865有限会社　クレタ　代宮本　靖夫 平15. 9. 1 薬局
     茅薬154 茅ケ崎市富士見町１５－３ 常　勤:    5表取締役　植松　和子 組織変更 現存
     (薬       5) 平21. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3065248,155.4 桜道薬局 〒253-0027 0467-84-6444有限会社桜道薬局　代森川　厚子 平15. 9.15 薬局
     茅薬155 茅ケ崎市ひばりが丘７－１１ 常　勤:    1表取締役　森川　厚子 新規 現存
     (薬       1) 平21. 9.15
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3066248,156.2 みなみ薬局 〒253-0052 0467-84-0772株式会社　岩澤薬局　巻島　朋玄 平15.11.15 薬局
     茅薬156 茅ケ崎市幸町３－３２ブレインビ常　勤:    3代表取締役　岩澤　い 新規 現存
     ル１Ｆ (薬       3)ち子 平21.11.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3067248,158.8 きたの薬局 〒253-0003 0467-51-0468有限会社きたの薬局　北野　とおる 平16. 9. 1 薬局
     茅薬158 茅ヶ崎市鶴が台１０－２－１０３常　勤:    3代表取締役　北野　と 組織変更 現存
     (薬       3)おる 平22. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3068248,160.4 薬局トモズ　ラスカ茅〒253-0043 0467-84-1326株式会社　トモズ　代加藤　聡美 平16.10. 1 薬局
     茅薬160 ヶ崎店 茅ケ崎市元町１－１茅ヶ崎ラスカ常　勤:    4表取締役　師岡　伸生 新規 現存
     ２Ｆ (薬       4) 平22.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3069248,163.8 クリエイト薬局　茅ケ〒253-0017 0467-55-2031株式会社　クリエイト永田　麗華 平17.11. 1 薬局
     茅薬163 崎松林店 茅ケ崎市松林２－６－２０ 常　勤:    5エス・ディー　代表取 新規 現存
     (薬       5)締役　廣瀨　泰三 平23.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3070248,164.6 ほほえみ薬局　中央店〒253-0041 0467-84-6227有限会社さくらファー長谷川　万有美 平18. 6. 1 薬局
     茅薬164 茅ケ崎市茅ケ崎２－１－８古谷ビ常　勤:    3マシー　取締役　瓦井 新規 現存
     ル１Ｆ (薬       3)　宏和 平24. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3071248,165.3 ほほえみ薬局　本店 〒253-0083 0467-84-4661株式会社　椿　代表取岩崎　幸子 平19. 7. 1 薬局
     茅薬165 茅ケ崎市西久保１２４－２ 常　勤:    4締役　斉藤　和子 組織変更 現存
     (薬       4) 平25. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3072248,166.1 おひさま薬局　鶴嶺店〒253-0072 0467-57-2817有限会社　黎明堂　取長谷川　禎 平19. 7.15 薬局
     茅薬166 茅ケ崎市今宿１７６－１ 常　勤:    2締役　富山　穣 新規 現存
     (薬       2) 平25. 7.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3073248,167.9 あらえ薬局 〒253-0044 0467-98-1091新江　恵理子 新江　恵理子 平19.10. 1 薬局
     茅薬167 茅ケ崎市新栄町２－２３ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3074248,168.7 きく薬局　湘南みずき〒253-0088 0467-40-5217株式会社　ボニー　代関　義弘 平19.10. 1 薬局
     茅薬168 茅ヶ崎市みずき４－９－２１ 常　勤:    2表取締役　松村　聰 新規 現存
     (薬       2) 平25.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3075248,170.3 ニック湘南みずき薬局〒253-0088 0467-55-5660株式会社　ニック　代山本　秀徳 平19.12. 1 薬局
     茅薬170 茅ヶ崎市みずき２－８－１ 常　勤:    2表取締役　吉川　正男 新規 現存
     (薬       2) 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3076248,173.7 はるかぜ薬局　茅ヶ崎〒253-0053 0467-88-4994有限会社　はるかぜ薬宍戸　朋世 平20. 4. 1 薬局
     茅薬173 東海岸店 茅ケ崎市東海岸北３－１５－１ 常　勤:    3局　代表取締役　森　 新規 現存
     (薬       3)智子 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3077248,174.5 健愛薬局 〒253-0082 0467-55-8681松永　義人 松永　義人 平20. 5.15 薬局
     茅薬174 茅ケ崎市香川４－４－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平26. 5.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3078248,176.0 日本調剤　湘南茅ケ崎〒253-0042 0467-50-1055日本調剤株式会社　代齊藤　悠 平20. 8. 1 薬局
     茅薬176 薬局 茅ケ崎市本村５－１６－１０ 常　勤:    3表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       3) 平26. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3079248,177.8 たけもと薬局 〒253-0062 0467-73-7891株式会社　たけもと薬竹本　靖 平20. 9. 1 薬局
     茅薬177 茅ケ崎市浜見平１７－８ 常　勤:    1局　代表取締役　竹本 新規 現存
     (薬       1)　靖 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3080248,178.6 イオン薬局茅ヶ崎中央〒253-0041 0467-66-3383イオンリテール株式会柏葉　優 平20. 8.21 薬局
     茅薬178 店 茅ヶ崎市茅ヶ崎３－５－１６ 常　勤:    2社　代表取締役　梅本 組織変更 現存
     (薬       2)　和典 平26. 8.21
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3081248,179.4 浜竹エルム薬局 〒253-0021 0467-85-1323エルム薬局　株式会社髙梨　哲也 平20.10. 1 薬局
     茅薬179 茅ケ崎市浜竹２－８－３９ 常　勤:    1　代表取締役　髙梨　 組織変更 現存
     (薬       1)哲也 平26.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3082248,180.2 ヤマグチ薬局　茅ヶ崎〒253-0052 0467-84-0561株式会社　ヤマグチ薬田先　一恵 平20.11. 1 薬局
     茅薬180 南口店 茅ケ崎市幸町２１－３ユニマット常　勤:    2局　代表取締役　山口 新規 現存
     茅ヶ崎駅前ビル１Ｆ (薬       2)　重雄 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3083248,181.0 薬局マツモトキヨシ　〒253-0012 0467-53-2600株式会社　マツモトキ村松　正也 平21. 2. 1 薬局
     茅薬181 茅ヶ崎小和田店 茅ケ崎市小和田２－１７－１ 常　勤:    4ヨシ　代表取締役　松 新規 現存
     (薬       4)本　清雄 平21. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3084248,184.4 ダリヤ湘南薬局 〒253-0042 0467-55-2027株式会社　ウィーズ　竹島　友規子 平21. 9. 1 薬局
     茅薬184 茅ケ崎市本村５－９－６ 常　勤:    2代表取締役　水村　卓 交代 現存
     (薬       2)司 平21. 9. 1
     非常勤:   20
     (薬      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3085248,185.1 ニコニコ薬局　中央店〒253-0042 0467-39-5204有限会社　ニコニコ薬飯村　晃子 平22. 5. 1 薬局
     茅薬185 茅ケ崎市本村４－２２－２３ 常　勤:    1品　代表取締役　長坂 新規 現存
     (薬       1)　由美子 平22. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3086248,188.5 タムラ調剤薬局 〒253-0024 0467-58-0201すみれ薬品株式会社　立ケ谷　美由紀 平23. 4. 1 薬局
     茅薬188 茅ケ崎市平和町４－３０ 常　勤:    1代表取締役　立ケ谷　 交代 現存
     (薬       1)昌明 平23. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3087248,189.3 はるかぜ薬局　茅ヶ崎〒253-0026 0467-84-4088有限会社　はるかぜ薬岡本　裕美 平23. 5. 1 薬局
     茅薬189 旭が丘店 茅ヶ崎市旭が丘８－６５ 常　勤:    1局　代表取締役　森　 新規 現存
     (薬       1)智子 平23. 5. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3088248,191.9 アイ薬局 〒253-0043 0467-57-8876荒木　愛子 荒木　愛子 平23. 7. 1 薬局
     茅薬191 茅ヶ崎市元町５－２９－Ａライブ常　勤:    1 新規 現存
     リーⅢ (薬       1) 平23. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3089248,193.5 シンワ薬局　茅ヶ崎店〒253-0052 0467-53-7451伸和株式会社　代表取津守　幾久子 平23. 7. 1 薬局
     茅薬193 茅ヶ崎市幸町５－８　茅ヶ崎メデ常　勤:    1締役　米山　督則 新規 現存
     ィカルケアセンター１０２ (薬       1) 平23. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3090248,194.3 ともえ薬局 〒253-0056 0467-53-8760株式会社　シオカワ調塩川　大輔 平23.11. 1 薬局
     茅薬194 茅ヶ崎市共恵２－１－４３ 常　勤:    1剤　代表取締役　塩川 新規 現存
     (薬       1)　大輔 平23.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3091248,195.0 中村薬局　十間坂店 〒253-0045 0467-89-3370株式会社　中村薬局　大滝　三奈 平23.10. 1 薬局
     茅薬195 茅ヶ崎市十間坂１－２－１６ 常　勤:    2代表取締役　中村　浩 交代 現存
     (薬       2)幸 平23.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3092248,196.8 中村薬局　共恵店 〒253-0056 0467-84-5260株式会社　中村薬局　露木　文子 平23.10. 1 薬局
     茅薬196 茅ケ崎市共恵２－５－５３ 常　勤:    1代表取締役　中村　浩 交代 現存
     (薬       1)幸 平23.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3093248,197.6 中村薬局 〒253-0053 0467-82-2927株式会社中村薬局　代大塚　修司 平23.10. 1 薬局
     茅薬197 茅ヶ崎市東海岸北２－１－５５ 常　勤:    2表取締役　中村　浩幸 交代 現存
     (薬       2) 平23.10. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3094248,200.8 まつの実薬局 〒253-0032 0467-85-1233大久保　敦子 大久保　敦子 平24. 4.16 薬局
     茅薬200 茅ヶ崎市常盤町４－３５住和常盤常　勤:    1 新規 現存
     町ビル１０２ (薬       1) 平24. 4.16
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3095248,201.6 ボニー薬局　茅ヶ崎海〒253-0054 0467-81-3222株式会社ボニー　代表須藤　幸雄 平24.10. 1 薬局
     茅薬201 岸店 茅ヶ崎市東海岸南１－２２－１ 常　勤:    2取締役　松村　聰 新規 現存
     (薬       2) 平24.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3096248,202.4 ひがしかいがん薬局 〒253-0053 0467-81-3120株式会社マイゲート　小島　賢 平24.10. 1 薬局
     茅薬202 茅ヶ崎市東海岸北５－１５－２０常　勤:    2代表取締役　渡 　太 交代 現存
     (薬       2)地 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3097248,203.2 湘南フレンド薬局 〒253-0017 0467-38-4596有限会社綾瀬保険調剤杉田　みどり 平24.11. 1 薬局
     茅薬203 茅ヶ崎市松林２－１０－２０ 常　勤:    1薬局　取締役　見上　 新規 現存
     (薬       1)朋子 平24.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3098248,204.0 ウイング湘南薬局 〒253-0044 0467-57-3939株式会社アポステータ木村　誠 平24.12. 1 薬局
     茅薬204 茅ヶ崎市新栄町１３－４５ 常　勤:    2ス　代表取締役　林　 交代 現存
     (薬       2)昭弘 平24.12. 1
     非常勤:   21
     (薬      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3099248,205.7 ホシ薬局 〒253-0021 0467-87-3513株式会社スマイルファ眞々田　和矢 平25. 1. 1 薬局
     茅薬205 茅ヶ崎市浜竹３－２－３１ 常　勤:    1ーマ　代表取締役　眞 交代 現存
     (薬       1)々田　和矢 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3100248,206.5 クリエイト薬局茅ヶ崎〒253-0053 0467-84-5230株式会社クリエイトエ小室　繁久 平25. 3. 1 薬局
     茅薬206 雄三通り店 茅ヶ崎市東海岸北１－５－１１ 常　勤:    3ス・ディー　代表取締 新規 現存
     (薬       3)役　廣瀨　泰三 平25. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3101248,207.3 シーエス薬局ひばりが〒253-0027 0467-38-6101株式会社　ジェムス　下島　敏 平25. 4. 1 薬局
     茅薬207 丘店 茅ヶ崎市ひばりが丘１－８ 常　勤:    2代表取締役　篠原　正 新規 現存
     (薬       2)治 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3102248,208.1 フレイズ薬局 〒253-0014 0467-53-7667エムトラス株式会社　眞壁　裕子 平25. 4. 1 薬局
     茅薬208 茅ヶ崎市本宿町３－４ 常　勤:    2代表取締役　神山　雅 新規 現存
     (薬       2)子 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3103248,209.9 スギ薬局　茅ヶ崎香川〒253-0082 0467-55-0262株式会社スギ薬局　代堀江　達也 平25. 4. 1 薬局
     茅薬209 店 茅ヶ崎市香川１－１－３８マルエ常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     ツ茅ヶ崎店１Ｆ (薬       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3104248,210.7 クリエイト薬局茅ヶ崎〒253-0044 0467-84-0072株式会社クリエイトエ三原　保 平25.10. 1 薬局
     茅薬210 新栄町店 茅ヶ崎市新栄町３－２ 常　勤:    3ス・ディー　代表取締 新規 現存
     (薬       3)役　廣瀨　泰三 平25.10. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3105250,016.3 こみね薬局 〒249-0005 0468-73-7507小峰　智子 小峰　智子 昭46. 9. 1 薬局
     逗薬16 逗子市桜山５－９－６ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平22. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3106250,018.9 内野薬局 〒249-0006 0468-71-2931有限会社内野薬局　代内野　孝一 昭53. 3.15 薬局
     逗薬18 逗子市逗子７－６－２０ 常　勤:    1表取締役　内野　孝一 現存
     (薬       1) 平17. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3107250,022.1 湘南メディカル調剤薬〒249-0008 0467-25-2404（有）湘南メディカル谷安　葉子 昭55. 2. 1 薬局
     逗薬22 局 逗子市小坪１－２５－１５ 常　勤:    1　代表取締役　大西　 現存
     (薬       1)泰行 平22. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3108250,023.9 オリーブ堂ファーマシ〒249-0006 0468-73-2118（有）オリーブ堂ファ石田　直子 昭57. 4.15 薬局
     逗薬23 ー 逗子市逗子１－９－３８ 常　勤:    1ーマシー　代表取締役 現存
     (薬       1)　栗田　秀樹 平24. 4.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3109250,029.6 かもめ薬局 〒249-0004 0468-73-6336株式会社ジャパンメデ屋城　祐子 昭61.11. 1 薬局
     逗薬29 逗子市沼間２－１１－５ 常　勤:    8ィカルマネージメント 現存
     (薬       8)サービス　代表取締役 平22.11. 1
     非常勤:    2　三井　勝秋
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3110250,032.0 有限会社　白十字薬局〒249-0006 0468-71-9787有限会社白十字薬局　鈴木　智子 昭63.11. 1 薬局
     逗薬32 池田店 逗子市逗子７－３－５２ 常　勤:    1臼井　タミ 現存
     (薬       1) 平24.11. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3111250,036.1 有限会社ケンコー薬局〒249-0006 046-873-7440有限会社ケンコー薬局栗田　富士子 平 3. 8. 1 薬局
     逗薬36 逗子市逗子４丁目３番２０号 常　勤:    1　代表取締役　栗田　 現存
     (薬       1)正彦 平24. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3112250,037.9 有限会社白十字薬局水〒249-0006 046-873-0288有限会社白十字薬局　大森　伸悟 平24.10.31 薬局
     逗薬37 道路店 逗子市逗子２－５－２５－１０１常　勤:    1代表取締役　臼井　タ 移動 現存
     (薬       1)ミ 平24.10.31
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3113250,039.5 ひまわり薬局 〒249-0001 0468-72-6077有限会社フクゴー　代石塚　啓子 平 5. 8. 1 薬局
     逗薬39 逗子市久木１－３－２１ 常　勤:    4表取締役　三井　勝秋 新規 現存
     (薬       4) 平23. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3114250,041.1 有限会社　斉藤薬局 〒249-0004 0468-71-2747有限会社　斎藤薬局　齋藤　博昭 平 5.12. 1 薬局
     逗薬41 逗子市沼間３－２－１１ 常　勤:    1代表取締役　齋藤　博 新規 現存
     (薬       1)昭 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3115250,042.9 有限会社　ケンコー薬〒249-0005 0468-72-5511有限会社　ケンコー薬渡部　靖子 平 6. 1. 1 薬局
     逗薬42 局桜山店 逗子市桜山２－１０－１３ 常　勤:    2局　代表取締役　栗田 新規 現存
     (薬       2)　正彦 平24. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3116250,043.7 ひまわり薬局桜山店 〒249-0005 046-871-1358株式会社　メディカル川音　由紀美 平 6.12. 1 薬局
     逗薬43 逗子市桜山８－５－２５フィルコ常　勤:    2サポート　代表取締役 新規 現存
     ート桜山 (薬       2)　與野　清 平21.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3117254,000.3 逗子マリン薬局 〒249-0005 046-876-9400有限会社ゆたか薬局　成井　恵 平26. 4. 1 薬局
     逗薬4000 逗子市桜山４－９－１８ 常　勤:    1代表取締役　川上　知 新規 現存
     (薬       1)嗣 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3118258,047.0 ひまわり薬局　逗子銀〒249-0006 046-873-6994株式会社　メディカル中澤　唯木 平23. 2.21 薬局
     逗薬47 座店 逗子市逗子６－４－１ 常　勤:    3サポート　代表取締役 移動 現存
     (薬       3)　與野　清 平23. 2.21
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3119258,049.6 有限会社白十字薬局　〒249-0001 0468-71-3560有限会社　白十字薬局岡本　和雅 平 9. 1.15 薬局
     逗薬49 ハイランド店 逗子市久木８－１３－１７ 常　勤:    2　代表取締役　臼井　 新規 現存
     (薬       2)タミ 平24. 1.15
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3120258,055.3 逗子ファーマシー 〒249-0008 0467-23-6871株式会社　トラスト　木溪　貴子 平11.12. 1 薬局
     逗薬55 逗子市小坪２－３－２ 常　勤:    1代表取締役　金子　貴 新規 現存
     (薬       1)一 平23.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3121258,057.9 あさひ中央薬局　逗子〒249-0006 0468-70-3188あさひファーマシー株有田　志乃扶 平12. 9. 1 薬局
     逗薬57 駅前店 逗子市逗子４－１－７ 常　勤:    2式会社　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)髙橋　健 平24. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3122258,058.7 ハックドラッグ新逗子〒249-0006 046-870-6933株式会社　ＣＦＳコー東　裕一朗 平13.11.15 薬局
     逗薬58 薬局 逗子市逗子５－１－６ 常　勤:    3ポレーション　代表取 新規 現存
     (薬       3)締役　宮下　雄二 平25.11.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3123258,059.5 東逗子薬局 〒249-0004 0468-70-3110有限会社マップ　代表笠原　芳江 平15. 5.30 薬局
     逗薬59 逗子市沼間１－２－２２ 常　勤:    1取締役　池上　要 移動 現存
     (薬       1) 平21. 5.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3124258,060.3 有限会社　ひかり薬局〒249-0004 0468-70-6511有限会社　ひかり薬局片野　光彦 平14. 6. 1 薬局
     逗薬60 逗子市沼間１－４－５１ 常　勤:    2　取締役　片野　光彦 新規 現存
     (薬       2) 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3125258,061.1 湘南薬品逗子薬局 〒249-0006 0468-70-5851株式会社　湘南薬品　下山　亜希子 平14. 6. 1 薬局
     逗薬61 逗子市逗子１－２－１８－１０１常　勤:    2代表取締役　曾我　寿 新規 現存
     (薬       2)裕 平26. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3126258,063.7 開成堂石渡薬局　本店〒249-0006 046-871-7171有限会社石渡薬局　取石渡　知子 平17. 3.25 薬局
     逗薬63 逗子市逗子２－６－２３ 常　勤:    3締役　石渡　聡一郎 移動 現存
     (薬       3) 平23. 3.25
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3127258,064.5 開成堂石渡薬局支店 〒249-0006 046-871-2213有限会社石渡薬局　取池田　公子 平15. 5. 1 薬局
     逗薬64 逗子市逗子５－７－２９ 常　勤:    2締役　石渡　聡一郎 組織変更 現存
     (薬       2) 平21. 5. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3128258,066.0 クローバー薬局 〒249-0006 046-872-9682有限会社クローバー　井口　恵子 平17.12.15 薬局
     逗薬66 逗子市逗子２－６－１３ 常　勤:    1代表取締役　小林　稔 新規 現存
     (薬       1) 平23.12.15
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3129258,067.8 はまなす薬局 〒249-0006 046-872-3394株式会社　オール・プ篠崎　友紀 平18. 9. 1 薬局
     逗薬67 逗子市逗子５－１－１２カサハラ常　勤:    3ラン社　代表取締役　 新規 現存
     ビル逗子Ｂ　１Ｆ (薬       3)大下　新治 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3130258,068.6 あおば薬局　逗子店 〒249-0005 046-873-7867株式会社　アオバメデ千葉　満子 平19. 8. 1 薬局
     逗薬68 逗子市桜山４－１－１６ 常　勤:    2ィカル　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)加瀬　貴久 平25. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
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 3131258,069.4 薬樹薬局　逗子 〒249-0002 046-870-6557薬樹株式会社　代表取矢嶋　玲奈 平20. 6. 1 薬局
     逗薬69 逗子市山の根１－２－１９ラ・メ常　勤:    2締役　小森　雄太 新規 現存
     ール・ブルー逗子１Ｆ１０１ (薬       2) 平26. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3132258,071.0 ひばり薬局　逗子店 〒249-0006 0468-72-7433株式会社　パフモ　代澁谷　伸子 平21. 7. 1 薬局
     逗薬71 逗子市逗子５－９－２１ 常　勤:    2表取締役　綿貫　英和 新規 現存
     (薬       2) 平21. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3133258,072.8 ソフィア薬局　逗子店〒249-0006 046-870-6050株式会社　ジェネヴィ中川　みのり 平21. 7. 1 薬局
     逗薬72 逗子市逗子７－６－２９ 常　勤:    1ーブ　代表取締役　辻 組織変更 現存
     (薬       1)上　伸子 平21. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3134258,073.6 逗子薬局 〒249-0006 046-871-2801株式会社アペックス　石井　勇仁 平21. 8. 1 薬局
     逗薬73 逗子市逗子２－１－１５ 常　勤:    1代表取締役　阿部　孝 交代 現存
     (薬       1)紀 平21. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3135258,074.4 ＳＦＣ薬局　逗子店 〒249-0006 046-870-5211株式会社　セントフォ新井田　由利子 平22. 9. 1 薬局
     逗薬74 逗子市逗子５－１１－７ 常　勤:    1ローカンパニー　代表 新規 現存
     (薬       1)取締役　冨岡　聖司郎 平22. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3136258,075.1 逗子調剤薬局 〒249-0001 0468-71-2867株式会社　スター・シ吉田　友香 平24. 1. 1 薬局
     逗薬75 逗子市久木４－１４－４ 常　勤:    1ステム　代表取締役　 交代 現存
     (薬       1)脇　一博 平24. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3137258,077.7 セイジョー薬局　逗子〒249-0006 046-870-6673株式会社ココカラファ田中　俊充 平25. 4. 1 薬局
     逗薬77 店 逗子市逗子１－８－６逗子分譲共常　勤:    1インヘルスケア　代表 交代 現存
     同ビル１Ｆ (薬       1)取締役　石橋　一郎 平25. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3138270,005.2 有限会社佐藤日出男薬〒238-0224 0468-82-3160（有）佐藤日出男薬局佐藤　日出男 昭32.10. 1 薬局
     浦市薬5 局 三浦市三崎町諸磯９６４ 常　勤:    1　代表取締役　稲葉　 休止
     (薬       1)眞琴 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3139270,008.6 有限会社マツダ薬局 〒238-0243 0468-81-3687有限会社　マツダ薬局落合　秀美 昭35. 9. 1 薬局
     浦市薬8 三浦市三崎１－７－１０ 常　勤:    1　代表取締役　落合　 現存
     (薬       1)秀美 平23. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3140270,009.4 有限会社佐藤薬局 〒238-0243 046-881-3577有限会社佐藤薬局　代佐藤　怜子 昭39. 9. 1 薬局
     浦市薬9 三浦市三崎３－４－１１ 常　勤:    1表取締役　佐藤　周一 現存
     (薬       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3141270,017.7 太洋薬局 〒238-0101 0468-88-5107小川　賢三 小川　賢三 平 8. 7.15 薬局
     浦市薬17 三浦市南下浦町上宮田３１２５ 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平23. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3142270,020.1 有限会社佐藤日出男薬〒238-0221 046-881-4524有限会社佐藤日出男薬稲葉　眞琴 平15. 6. 1 薬局
     浦市薬20 局六合店 三浦市三崎町六合３２１ 常　勤:    1局　代表取締役　稲葉 移動 現存
     (薬       1)　眞琴 平21. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3143270,024.3 有限会社佐藤薬局初声〒238-0113 0468-88-1511有限会社佐藤薬局　代佐藤　周一 平 2. 2. 1 薬局
     浦市薬24 営業所 三浦市初声町入江７６－１ 常　勤:    4表取締役　佐藤　周一 現存
     (薬       4) 平23. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3144270,027.6 東岡薬局 〒238-0242 046-881-6680大成メディカル株式会湊　美砂子 平 7. 4. 1 薬局
     浦市薬27 三浦市東岡町１０－３８ 常　勤:    2社　代表取締役　植松 新規 現存
     (薬       2)　真 平22. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3145278,029.4 シタウラ薬局星和店 〒238-0101 0468-89-2121有限会社　したうら薬柏屋　俊彦 平 7.12.28 薬局
     浦市薬29 三浦市南下浦町上宮田１５２７－常　勤:    1局　代表取締役　柏谷 組織変更 現存
     ８ (薬       1)　俊彦 平22.12.28
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3146278,031.0 天神町薬局 〒238-0241 046-882-2241有限会社　横浜医療サ武原　正幸 平10. 1. 1 薬局
     浦市薬31 三浦市天神町９－１２ 常　勤:    1ービス　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)武原　正幸 平22. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3147278,032.8 有限会社　佐藤日出男〒238-0223 0468-80-0620有限会社　佐藤日出男奥村　晶子 平11. 7. 1 薬局
     浦市薬32 薬局原町店 三浦市原町２－２３相沢ビル１Ｆ常　勤:    1薬局　代表取締役　稲 新規 現存
     (薬       1)葉　眞琴 平23. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3148278,034.4 株式会社シフト　みさ〒238-0222 046-880-1310株式会社　シフト　代中村　政芳 平13. 2.15 薬局
     浦市薬34 き薬局 三浦市岬陽町３－２３ 常　勤:    4表取締役　佐藤　周一 新規 現存
     (薬       4) 平25. 2.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3149278,035.1 ぼーしゅうや薬局 〒238-0101 0468-89-0888有限会社　ビックロコ長島　亘 平13.10. 1 薬局
     浦市薬35 三浦市南下浦町上宮田３２５７－常　勤:    6　代表取締役　長島　 組織変更 現存
     １ (薬       6)亘 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3150278,037.7 みうらメロン薬局 〒238-0222 0468-80-1771株式会社　レンティッ榊原　楽史 平14. 8.15 薬局
     浦市薬37 三浦市岬陽町３－２４ 常　勤:    2ク中部　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)半場　裕康 平26. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3151278,040.1 わかば薬局　三浦 〒238-0115 046-889-0791有限会社　ケーアイメ小林　拡軌 平20. 6. 1 薬局
     浦市薬40 三浦市初声町高円坊１１４６ 常　勤:    2ディカル　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　石川　和雄 平26. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3152278,041.9 マルユウ油壺薬局 〒238-0224 046-882-5886有限会社　油壺薬局　出口　良弘 平21. 2. 1 薬局
     浦市薬41 三浦市三崎町諸磯１２９０－３３常　勤:    1代表取締役　出口　良 新規 現存
     (薬       1)弘 平21. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3153278,042.7 イワノ薬局支店 〒238-0243 046-881-2629岩野　洵 岩野　洵 平21. 3.19 薬局
     浦市薬42 三浦市三崎３－６－８ 常　勤:    2 交代 現存
     (薬       2) 平21. 3.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3154278,045.0 三浦海岸薬局 〒238-0101 046-888-7503株式会社東戸塚調剤薬杉本　匡 平23. 4. 1 薬局
     浦市薬45 三浦市南下浦町上宮田３２０２－常　勤:    2局　代表取締役　 野 新規 現存
     ４ (薬       2)　さやか 平23. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3155278,046.8 ソフィア薬局 〒238-0111 046-888-3903株式会社　ジェネヴィ 上　伸子 平24. 6. 1 薬局
     浦市薬46 三浦市初声町下宮田５９９－１６常　勤:    1ーブ　代表取締役　 交代 現存
     (薬       1)上　伸子 平24. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3156278,047.6 日本調剤　油壺薬局 〒238-0224 046-880-1225日本調剤株式会社　代井出　満貴 平24. 8. 1 薬局
     浦市薬47 三浦市三崎町諸磯１９０２－１ 常　勤:    2表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       2) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3157278,048.4 マーメイド薬局 〒238-0101 046-876-5318株式会社ホンプランニ清田　和彦 平24.10. 1 薬局
     浦市薬48 三浦市南下浦町上宮田３１２５－常　勤:    2ング　代表取締役　洪 交代 現存
     １ (薬       2)　園姫 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3158278,049.2 なぎさ薬局 〒238-0101 046-889-2421一般社団法人メディホ小橋　謙二 平25. 7. 1 薬局
     浦市薬49 三浦市南下浦町上宮田３２６２－常　勤:    2ープかながわ　代表理 交代 現存
     ４ (薬       2)事　木村　久美子 平25. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3159280,004.3 漢方の岩本薬局 〒257-0043 0463-81-0413株式会社　喜明堂　代岩本　純一 平15. 6. 1 薬局
     秦薬4 秦野市栄町２－２１ 常　勤:    1表取締役　岩本　知章 移動 現存
     (薬       1) 平21. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3160280,009.2 神原薬局本町店 〒257-0035 0463-82-5555株式会社神原薬局　代神原　考史 平14. 9. 1 薬局
     秦薬9 秦野市本町１－１－３ 常　勤:    1表取締役　神原　章喜 移動 現存
     (薬       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3161280,012.6 有限会社　三和薬局 〒257-0003 0463-77-2327有限会社三和薬局　代伊藤　真理 昭46. 6.15 薬局
     秦薬12 秦野市南矢名１－１７－５ 常　勤:    2表取締役　今木　勝敏 現存
     (薬       2) 平22. 6.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3162280,023.3 佐野十全堂薬局本店 〒257-0035 0463-81-0031十全堂株式会社　代表奥田　緑 昭56. 8. 1 薬局
     秦薬23 秦野市本町２－５－６ 常　勤:    3取締役　大島　正 現存
     (薬       3) 平23. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3163280,032.4 岩本調剤薬局 〒257-0051 0463-83-1215株式会社　喜明堂　代髙津　澄夫 昭61. 7. 1 薬局
     秦薬32 秦野市今川町４－１８ 常　勤:    3表取締　岩本　知章 現存
     (薬       3) 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3164280,033.2 （株）神原薬局南が丘〒257-0013 0463-83-0995株式会社神原薬局　代神原　和子 昭61. 9.15 薬局
     秦薬33 支店 秦野市南が丘３－１ 常　勤:    1表取締役　神原　章喜 現存
     (薬       1) 平22. 9.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3165280,035.7 佐野十全堂薬局渋沢店〒259-1312 0463-87-1560十全堂株式会社　代表内田　泰弘 昭62. 8.15 薬局
     秦薬35 秦野市春日町１－３３ 常　勤:    1取締役　大島　正 現存
     (薬       1) 平23. 8.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3166280,036.5 望星渋沢薬局 〒259-1321 0463-87-4493株式会社　望星薬局　畠中　真理子 昭62. 9.15 薬局
     秦薬36 秦野市曲松２－１－３８ 常　勤:    3代表取締役　吉本　旬 現存
     (薬       3)志 平23. 9.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3167280,038.1 有限会社三和薬局駅前〒257-0003 0463-77-2321有限会社　三和薬局　芦川　雅子 平13. 9.28 薬局
     秦薬38 店 秦野市南矢名１－１１－２８ 常　勤:    2代表取締役　今木　勝 移動 現存
     (薬       2)敏 平25. 9.28
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3168280,040.7 佐野十全堂薬局　秦野〒257-0034 0463-83-3931十全堂株式会社　代表佐野　眞姫子 平17. 8.29 薬局
     秦薬40 駅前店 秦野市大秦町１－８ 常　勤:    1取締役　大島　正 移動 現存
     (薬       1) 平23. 8.29
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3169280,044.9 今木薬局 〒257-0003 0463-78-4902有限会社今木薬局　代橋口　結花 平 3.11. 1 薬局
     秦薬44 秦野市南矢名６９８－１３ 常　勤:    1表取締役　今木　勝敏 現存
     (薬       1) 平24.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3170280,047.2 有限会社コスモファー〒257-0006 0463-79-3470有限会社コスモファー吉田　克典 平 4. 9. 1 薬局
     秦薬47 マシー秦野北矢名店 秦野市北矢名１２７－７ 常　勤:    1マシー　代表取締役　 現存
     (薬       1)吉田　善紀 平22. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3171280,048.0 神原薬局　渋沢店 〒259-1315 0463-87-8811（株）神原薬局　代表滝瀬　将行 平 5. 4.15 薬局
     秦薬48 秦野市柳町１－２２－５ 常　勤:    2取締役　神原　章喜 新規 現存
     (薬       2) 平23. 4.15
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3172280,052.2 佐野十全堂薬局大学駅〒257-0003 0463-78-2031十全堂株式会社　代表金井　朝子 平 6. 5.15 薬局
     秦薬52 前店 秦野市南矢名１－１－１ 常　勤:    1取締役　大島　正 新規 現存
     (薬       1) 平24. 5.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3173280,053.0 東海薬局 〒257-0003 0463-76-6650有限会社　今木薬局　佐藤　充良 平 7. 3.15 薬局
     秦薬53 秦野市南矢名４－９－５ 常　勤:    1代表取締役　今木　勝 新規 現存
     (薬       1)敏 平22. 3.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3174280,054.8 わかば調剤薬局　南口〒257-0011 0463-84-7681わかば調剤薬局株式会山階　賢一 平 7. 5. 1 薬局
     秦薬54 店 秦野市尾尻９４０－５ 常　勤:    3社　代表取締役　高橋 新規 現存
     (薬       3)　善彦 平22. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3175280,055.5 わかば調剤薬局本店 〒257-0031 0463-84-7661わかば調剤薬局株式会高橋　善彦 平 7. 5.15 薬局
     秦薬55 秦野市曽屋２－１０－５ 常　勤:    2社　代表取締役　高橋 新規 現存
     (薬       2)　善彦 平22. 5.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3176280,056.3 やなぎ調剤薬局 〒259-1315 0463-87-7788株式会社オール・プラ吉田　敦 平 7.10.15 薬局
     秦薬56 秦野市柳町１－２１－１ 常　勤:    3ン社　代表取締役　大 新規 現存
     (薬       3)下　新治 平22.10.15
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3177284,000.7 しいの木薬局　松原町〒259-1313 0463-72-8615有限会社グット・クル椎野　弘行 平25.12. 1 薬局
     秦薬4000 店 秦野市松原町３－３５ 常　勤:    1ー　代表取締役　椎野 新規 現存
     (薬       1)　弘行 平25.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3178284,001.5 クリエイト薬局秦野平〒257-0015 0463-81-5518株式会社クリエイトエ添田　有史 平26. 2. 1 薬局
     秦薬4001 沢店 秦野市平沢２９８－１ 常　勤:    1ス・ディー　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　廣瀨　泰三 平26. 2. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3179284,002.3 秦野調剤薬局 〒257-0042 0463-84-7906ファーマクリエイショ岩下　宏美 平26. 2. 1 薬局
     秦薬4002 秦野市寿町４－１６宇山ビル１Ｆ常　勤:    1ン株式会社　代表取締 交代 現存
     (薬       1)役　中村　和彦 平26. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3180284,003.1 アイ薬局　堀川店 〒259-1305 0463-87-6270かえで株式会社　代表櫻井　啓八 平26. 4. 1 薬局
     秦薬4003 秦野市堀川１７４－２ 常　勤:    5取締役　大東　菜穂子 交代 現存
     (薬       5) 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3181284,004.9 スギ薬局　秦野平沢店〒257-0015 0463-79-8440株式会社スギ薬局　代山下　敦 平26. 7. 1 薬局
     秦薬4004 秦野市平沢４２３－１ヤオコー秦常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     野店１Ｆ (薬       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3182284,005.6 アクア薬局 〒257-0002 0463-86-6297清水　優美 清水　優美 平26. 8. 1 薬局
     秦薬4005 秦野市鶴巻南５－２－７ 非常勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3183284,006.4 クリエイト薬局秦野寿〒257-0042 0463-80-3131株式会社クリエイトエ市川　敏太 平26.11. 1 薬局
     秦薬4006 町店 秦野市寿町６－７ 常　勤:    1ス・ディー　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　廣瀨　泰三 平26.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3184288,057.3 佐野十全堂薬局　上宿〒257-0043 0463-81-7231十全堂株式会社　代表佐野　友保 平 8. 1. 1 薬局
     秦薬57 店 秦野市栄町４－１１ 常　勤:    1取締役　大島　正 新規 現存
     (薬       1) 平23. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3185288,062.3 佐野十全堂薬局渋沢駅〒259-1321 0463-87-9331十全堂株式会社　代表飯島　和子 平17. 2.11 薬局
     秦薬62 前店 秦野市曲松１－４－３９やまゆり常　勤:    3取締役　大島　正 移動 現存
     ビル１Ｆ (薬       3) 平23. 2.11
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3186288,066.4 ユーアイ薬局 〒259-1322 0463-87-0309法本　博幸 法本　美智子 平10. 4. 1 薬局
     秦薬66 秦野市渋沢２－３－２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平22. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3187288,070.6 みどり調剤薬局秦野店〒259-1311 0463-87-2226株式会社　悠産業　代加藤　かすみ 平11. 4. 1 薬局
     秦薬70 秦野市弥生町５－１４ 常　勤:    2表取締役　塩加井　康 新規 現存
     (薬       2) 平23. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3188288,071.4 有限会社ハナワ薬局 〒257-0003 0463-76-3004有限会社　ハナワ薬局大政　聖佳 平11. 5.15 薬局
     秦薬71 秦野市南矢名１－１４－３４－１常　勤:    1　取締役　坂本　良一 新規 現存
     Ｆ (薬       1) 平23. 5.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3189288,073.0 ひまわり調剤薬局今泉〒257-0014 0463-85-4133有限会社　サンライズ矢野　千佳子 平11. 5.15 薬局
     秦薬73 店 秦野市今泉３３７－６ 常　勤:    1ファーマシー　代表取 新規 現存
     (薬       1)締役　渡邊　哲男 平23. 5.15
     非常勤:    5
     (薬       5)
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 3190288,076.3 本町薬局 〒257-0035 0463-84-0323有限会社　敬愛舎　代小野　宏子 平23. 9.19 薬局
     秦薬76 秦野市本町１－５－１０－１０１常　勤:    1表取締役　和田　晴美 移動 現存
     (薬       1) 平23. 9.19
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3191288,077.1 望星おおね薬局 〒257-0003 0463-76-4193株式会社　望星薬局　守　博史 平14. 3.18 薬局
     秦薬77 秦野市南矢名１－２－１産興クリ常　勤:    6代表取締役　吉本　旬 移動 現存
     ニックビル１Ｆ (薬       6)志 平26. 3.18
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3192288,078.9 まつばら薬局 〒259-1313 0463-87-4288有限会社　カナ　代表寺田　祥子 平12. 4. 1 薬局
     秦薬78 秦野市松原町３－２９ 常　勤:    1取締役　笠原　裕子 新規 現存
     (薬       1) 平24. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3193288,079.7 エース薬局 〒259-1317 0463-89-3070有限会社　アルファ薬小澤　清貴 平12. 4. 1 薬局
     秦薬79 秦野市並木町１－２８ 常　勤:    2局　代表取締役　中井 新規 現存
     (薬       2)　素行 平24. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3194288,080.5 あゆみ薬局 〒259-1304 0463-89-3531有限会社　カナ　代表草柳　光男 平12. 9. 1 薬局
     秦薬80 秦野市堀山下５５８ 常　勤:    1取締役　笠原　裕子 新規 現存
     (薬       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3195288,082.1 みり薬局 〒257-0035 0463-80-0801有限会社　みのる薬局守屋　宗則 平14.12.12 薬局
     秦薬82 秦野市本町１－１－５ 常　勤:    1　代表取締役　宮本　 移動 現存
     (薬       1)実 平20.12.12
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3196288,083.9 秦野入船薬局 〒257-0041 0463-80-2287伸和株式会社　代表取齋藤　紀 平13.11. 1 薬局
     秦薬83 秦野市入船町２－１６ 常　勤:    2締役　米山　督則 新規 現存
     (薬       2) 平25.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3197288,084.7 佐野十全堂薬局南が丘〒257-0017 0463-84-2233十全堂株式会社　代表吉越　明子 平14. 6. 1 薬局
     秦薬84 店 秦野市立野台１－２－５ 常　勤:    5取締役　大島　正 新規 現存
     (薬       5) 平26. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3198288,085.4 日本調剤　秦野薬局 〒257-0017 0463-85-3126日本調剤株式会社　代髙橋　義紀 平14. 6. 1 薬局
     秦薬85 秦野市立野台１－２－３ 常　勤:    5表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       5) 平26. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3199288,086.2 望星秦野薬局 〒257-0017 0463-85-1193株式会社　望星薬局　藤田　茂起 平14. 6. 1 薬局
     秦薬86 秦野市立野台１－２－４ 常　勤:    3代表取締役　吉本　旬 新規 現存
     (薬       3)志 平26. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3200288,092.0 ミスト薬局　東海大学〒257-0003 0463-79-2520有限会社　アイエヌテ増嶋　順和 平15. 5. 1 薬局
     秦薬92 前店 秦野市南矢名１－４－１１ 常　勤:    2ィー　代表取締役　田 新規 現存
     (薬       2)中　英朗 平21. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3201288,095.3 薬局マツモトキヨシ渋〒259-1315 0463-88-9789株式会社　マツモトキ國正　知子 平15.10. 1 薬局
     秦薬95 沢駅前店 秦野市柳町１－１－１７ 常　勤:    5ヨシ　代表取締役　松 交代 現存
     (薬       5)本　清雄 平21.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3202288,096.1 薬局マツモトキヨシ秦〒257-0011 0463-84-5665株式会社　マツモトキ矢野　美佐子 平15.10. 1 薬局
     秦薬96 野駅前南口店 秦野市尾尻９３１－７けやきビル常　勤:    9ヨシ　代表取締役　松 交代 現存
     １Ｆ (薬       9)本　清雄 平21.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3203288,098.7 薬局マツモトキヨシ秦〒257-0017 0463-80-2510株式会社　マツモトキ四宮　市郎 平15.10. 1 薬局
     秦薬98 野南が丘店 秦野市立野台１－２－１ 常　勤:    8ヨシ　代表取締役　松 交代 現存
     (薬       8)本　清雄 平21.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3204288,100.1 シーエス鶴巻薬局 〒257-0002 0463-69-3057株式会社ジェムス　代中杉　幾四郎 平16. 5. 1 薬局
     秦薬100 秦野市鶴巻南４－３－８ハウスＫ常　勤:    1表取締役　篠原　正治 新規 現存
     （Ａ） (薬       1) 平22. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3205288,102.7 ナカニシ薬局　駅前店〒259-1321 0463-87-4962有限会社ナカニシ薬局中西　文子 平16. 7. 1 薬局
     秦薬102 秦野市曲松１－４－１２ 常　勤:    2　代表取締役　中西　 組織変更 現存
     (薬       2)聡 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3206288,104.3 ケーエム薬局 〒257-0043 0463-83-7123鈴木　美佐子 鈴木　美佐子 平20. 8. 1 薬局
     秦薬104 秦野市栄町８－２３ 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3207288,107.6 しいの木薬局 〒259-1305 0463-80-6856有限会社　グッド・ク椎野　紀子 平19. 7.15 薬局
     秦薬107 秦野市堀川１７８－１さくら弐番常　勤:    3ルー　代表取締役　椎 新規 現存
     館１０１号 (薬       3)野　弘行 平25. 7.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3208288,108.4 秦野市薬剤師会薬局 〒257-0031 0463-83-3330特定非営利活動法人　大島　正 平22. 5. 1 薬局
     秦薬108 秦野市曾屋２１－２７ 常　勤:    1秦野市薬剤師会　会長 新規 現存
     (薬       1)　神原　章喜 平22. 5. 1
     非常勤:   58
     (薬      58)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3209288,109.2 ほほえみ薬局 〒257-0003 0463-73-8850有限会社　ケンコウ　小林　康之 平22. 6. 1 薬局
     秦薬109 秦野市南矢名１－５－３ 常　勤:    2代表取締役　髙野　浩 新規 現存
     (薬       2) 平22. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3210288,110.0 そうごう薬局　東海大〒257-0006 0463-77-3081総合メディカル株式会大嶋　祥寛 平22. 9. 1 薬局
     秦薬110 学前店 秦野市北矢名１３０９－１　ハレ常　勤:    2社　代表取締役　田代 新規 現存
     クラニ１Ｆ　Ａ－１ (薬       2)　五男 平22. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3211288,111.8 かもめ薬局 〒257-0002 0463-69-6035株式会社　かもめ薬局篠原　弘靖 平22.11. 1 薬局
     秦薬111 秦野市鶴巻南４－５－２２ 常　勤:    4　代表取締役　篠原　 交代 現存
     (薬       4)正治 平22.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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 3212288,113.4 もも薬局 〒257-0003 0463-74-5115株式会社グランドプラ中村　沙織 平23. 4. 1 薬局
     秦薬113 秦野市南矢名１－１５－３－２ 常　勤:    2ン　代表取締役　中丸 新規 現存
     (薬       2)　由美子 平23. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3213288,114.2 ヤマグチ薬局　秦野店〒259-1303 0463-75-8101株式会社ヤマグチ薬局髙梨　いずみ 平23. 7. 1 薬局
     秦薬114 秦野市三屋１２６－８ 常　勤:    2　代表取締役　山口　 新規 現存
     (薬       2)重雄 平23. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3214288,115.9 イオン薬局秦野店 〒257-0041 0463-85-2008イオンリテール株式会平井　貴誉志 平23. 7. 1 薬局
     秦薬115 秦野市入船町１２－１ 常　勤:    4社　代表取締役　梅本 新規 現存
     (薬       4)　和典 平23. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3215288,116.7 グリーン薬局 〒257-0042 0463-83-3447ラベルテマネージメン水落　達子 平24. 3. 1 薬局
     秦薬116 秦野市寿町８－３ 常　勤:    1ト株式会社　代表取締 交代 現存
     (薬       1)役　水落　大介 平24. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3216288,117.5 村田薬局 〒259-1321 0463-88-5791有限会社　村田薬品　村田　博子 平24. 5. 1 薬局
     秦薬117 秦野市曲松１－２－１７ 常　勤:    1取締役　村田　博子 新規 現存
     (薬       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3217288,118.3 クリエイト薬局秦野東〒257-0003 0463-69-1373株式会社クリエイトエ大成　友哉 平25. 9. 1 薬局
     秦薬118 海大駅前店 秦野市南矢名１－１６－８ 常　勤:    2ス・ディー　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　廣瀬　泰三 平25. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3218288,119.1 鶴巻温泉薬局 〒257-0001 0463-73-5685株式会社かもめ薬局　井上　豪 平25. 9. 1 薬局
     秦薬119 秦野市鶴巻北１－６－１ 常　勤:    1代表取締役　篠原　正 新規 現存
     (薬       1)治 平25. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3219290,005.8 川田薬局 〒243-0001 0462-21-0305有限会社川田薬局　代川田　和之 昭32.10. 1 薬局
     厚薬5 厚木市東町１－２１ 常　勤:    1表取締役　川田　和之 現存
     (薬       1) 平23.10. 1
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 3220290,015.7 森久保薬品株式会社　〒243-0018 046-221-1869森久保薬品株式会社　森　順子 昭49. 2.15 薬局
     厚薬15 森久保薬局本厚木駅前厚木市中町２－３－６ 常　勤:    5代表取締役　森久保　 現存
     店 (薬       5)隆彦 平22. 2.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3221290,016.5 高野薬局 〒243-0016 0462-22-3201髙野　千代子 髙野　千代子 昭49.11. 1 薬局
     厚薬16 厚木市田村町１の２４ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3222290,020.7 有限会社柴田快生堂薬〒243-0018 046-221-0819有限会社柴田快生堂薬柴田　喜よ子 昭52. 9. 1 薬局
     厚薬20 局 厚木市中町１－５－１０ 常　勤:    1局　代表取締役　柴田 現存
     (薬       1)　光子 平22. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3223290,039.7 有限会社すずめさん薬〒243-0037 046-247-1775有限会社　すずめさん依田　英子 平13. 2. 8 薬局
     厚薬39 局 厚木市毛利台２－２－１５ 常　勤:    2薬局　代表取締役　依 移動 現存
     (薬       2)田　啓司 平25. 2. 8
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3224290,044.7 和田薬局駅前店 〒243-0018 046-222-0001（資）和田薬局　代表和田　なるみ 昭58. 5. 1 薬局
     厚薬44 厚木市中町２－２－８ 常　勤:    3社員　和田　勝美 現存
     (薬       3) 平22. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3225290,050.4 薬樹薬局　厚木旭町 〒243-0014 0462-28-6506薬樹株式会社　代表取永江　知宏 平11. 3. 1 薬局
     厚薬50 厚木市旭町１－２５－５ハピネス常　勤:    3締役　小森　雄太 移動 現存
     ビル１Ｆ１０３ (薬       3) 平23. 3. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3226290,056.1 あぜがみ薬局 〒243-0014 046-229-4343有限会社　あぜがみ産畔上　欣也 昭62. 6.15 薬局
     厚薬56 厚木市旭町１－２７－５ 常　勤:    3業　代表取締役　畔上 現存
     (薬       3)　範子 平23. 6.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3227290,058.7 川田薬局中町店 〒243-0018 046-223-0271有限会社　川田薬局　川田　健司 昭62. 9. 1 薬局
     厚薬58 厚木市中町３－１－７ 常　勤:    2代表取締役　川田　和 現存
     (薬       2)之 平23. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3228290,069.4 旭町調剤薬局 〒243-0014 046-229-9288佐藤　逸朗 桐山　幸代 平 2. 9.15 薬局
     厚薬69 厚木市旭町１－１５－１６　千幸常　勤:    1 現存
     ビル２Ｆ (薬       1) 平23. 9.15
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3229290,070.2 北真薬局 〒243-0033 0462-48-2150有限会社北真薬局　代小澤　明子 平 2. 9.20 薬局
     厚薬70 厚木市温水１０４０－１ 常　勤:    1表取締役　佐川　眞由 現存
     (薬       1)美 平23. 9.20
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3230290,071.0 （有）石津薬局 〒243-0013 046-229-1130有限会社石津薬局　代石津　康子 平 3. 7. 1 薬局
     厚薬71 厚木市泉町１１－３ 常　勤:    2表取締役　石津　康子 現存
     (薬       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3231290,075.1 きく薬局 〒243-0014 046-228-7711株式会社メディックス佐藤　祥平 平23. 8. 1 薬局
     厚薬75 厚木市旭町５－３９－１３ 常　勤:    2　代表取締役　松村　 移動 現存
     (薬       2)聰 平23. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3232290,076.9 ハート・ファーマシー〒243-0212 0462-91-0311（有）ハート　代表取谷口　千織 平 5. 4. 1 薬局
     厚薬76 厚木市及川２－１－３大久保ビル常　勤:    2締役　荻野　晴雄 新規 現存
     １Ｆ (薬       2) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3233290,079.3 山際薬局 〒243-0803 046-245-2142有限会社ムウ　代表取守屋　誠一郎 平 5. 8.19 薬局
     厚薬79 厚木市山際６３８ 常　勤:    2締役　守屋　誠一郎 新規 現存
     (薬       2) 平23. 8.19
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3234290,081.9 飯田薬局厚木店 〒243-0803 0462-46-0600有限会社飯田商事　取平本　真由美 平 6. 5.15 薬局
     厚薬81 厚木市山際１－１ 常　勤:    2締役　大塚　吉史 新規 現存
     (薬       2) 平24. 5.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
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 3235290,082.7 東銀座薬局厚木支店 〒243-0014 046-227-5563株式会社　東銀座薬局深谷　美恵 平 6. 6. 1 薬局
     厚薬82 厚木市旭町１－２６－４ 常　勤:    3　代表取締役　岩渕　 新規 現存
     (薬       3)武志 平24. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3236290,083.5 ミキ薬局森の里店 〒243-0122 046-250-0341株式会社メディカルフ田村　恵子 平 6. 6. 1 薬局
     厚薬83 厚木市森の里１－３５－１森の里常　勤:    4ァーマシィー　代表取 新規 現存
     ショッピングプラザ２号室 (薬       4)締役　和田　功 平24. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3237290,084.3 ヤマグチ薬局上荻野店〒243-0201 046-241-7735株式会社ヤマグチ薬局神山　玉青 平22.12.26 薬局
     厚薬84 厚木市上荻野１６６１ 常　勤:    2　代表取締役　山口　 移動 現存
     (薬       2)重雄 平22.12.26
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3238290,085.0 株式会社ヤマグチ薬局〒243-0013 046-229-7255株式会社　ヤマグチ薬中田　安彦 平 6. 9. 1 薬局
     厚薬85 本厚木店 厚木市泉町１５－７ 常　勤:    3局　代表取締役　山口 新規 現存
     (薬       3)　重雄 平24. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3239290,086.8 若草薬局　戸室店 〒243-0031 0462-23-6623有限会社　若草薬局　潮　晴光 平 7. 5. 1 薬局
     厚薬86 厚木市戸室１－３２－３ 常　勤:    5代表取締役　髙橋　千 新規 現存
     (薬       5)恵子 平22. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3240290,088.4 オギノ薬局 〒243-0203 0462-42-9311株式会社　あさひ東明志氣　保子 平 7. 7. 1 薬局
     厚薬88 厚木市下荻野９４２－５ 常　勤:    1薬局　代表取締役　志 新規 現存
     (薬       1)氣　保子 平22. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3241290,089.2 さつき調剤薬局 〒243-0003 0462-21-0561有限会社　さつき調剤本多　明実 平 8. 4.15 薬局
     厚薬89 厚木市寿町２－７－１ 常　勤:    1薬局　代表取締役　和 移動 現存
     (薬       1)田　正幸 平23. 4.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3242290,091.8 アニメイト薬局　宮の〒243-0216 046-242-8044有限会社アニメイト　鈴木　久美子 平 7. 9. 1 薬局
     厚薬91 里店 厚木市宮の里１－３－９ 常　勤:    1代表取締役　鈴木　元 新規 現存
     (薬       1)三郎 平22. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3243294,000.5 クリエイト薬局厚木妻〒243-0812 046-294-1681株式会社クリエイトエ鈴木　彩子 平25.12. 1 薬局
     厚薬4000 田店 厚木市妻田北１－１７－１８ 常　勤:    1ス・ディー　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　廣瀨　泰三 平25.12. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3244294,001.3 アール薬局 〒243-0035 046-258-6350ライズイアー合同会社池田　ゆかり 平26. 1. 1 薬局
     厚薬4001 厚木市愛甲１－３－２ 常　勤:    1　代表社員　鈴野　大 新規 現存
     (薬       1)介 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3245294,002.1 アイ厚木薬局 〒243-0018 046-204-7472株式会社メディアンズ竹田　結子 平26. 6. 1 薬局
     厚薬4002 厚木市中町２－８－７グランデ本常　勤:    1　代表取締役　塩田　 新規 現存
     厚木中町１Ｆ (薬       1)猛 平26. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3246294,003.9 なかよし薬局栄店 〒243-0018 046-224-6688株式会社イノベイショ宮崎　敏子 平26. 7. 1 薬局
     厚薬4003 厚木市中町３－１４－６尾張屋ビ常　勤:    1ンオブメディカルサー 交代 現存
     ル１Ｆ (薬       1)ビス　代表取締役　遠 平26. 7. 1
     非常勤:    3藤　成一
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3247294,004.7 たかたみ薬局 〒243-0016 046-204-9858株式会社志智創健　代曽根　智章 平26.10. 1 薬局
     厚薬4004 厚木市田村町１－３ 常　勤:    1表取締役　曽根　智章 新規 現存
     (薬       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3248297,009.3 宮の前薬局 〒243-0035 0462-29-1844横井　法子 横井　法子 昭40.11.15 薬局
     厚薬9 厚木市愛甲１００７－１ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平22.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3249298,093.6 まつかげ台薬局 〒243-0201 0462-91-1612伸和株式会社　代表取渡邉　浩一 平 8. 3. 1 薬局
     厚薬93 厚木市上荻野１１８５－４ 常　勤:    1締役　米山　督則 新規 現存
     (薬       1) 平23. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
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 3250298,094.4 ハックドラッグ本厚木〒243-0018 046-296-2005株式会社　ＣＦＳコー渡邉　淳 平19. 4.16 薬局
     厚薬94 薬局 厚木市中町４－１４－４ 常　勤:    5ポレーション　代表取 移動 現存
     (薬       5)締役　宮下　雄二 平25. 4.16
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3251298,096.9 さつき調剤薬局　東口〒243-0013 0462-27-0023有限会社さつき調剤薬杉山　志津子 平 8. 5. 1 薬局
     厚薬96 店 厚木市泉町２－８ 常　勤:    2局　代表取締役　和田 新規 現存
     (薬       2)　正幸 平23. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3252298,099.3 緑ケ丘調剤薬局 〒243-0041 0462-25-1717有限会社おおぞらビジ徳間　和男 平 9. 3.24 薬局
     厚薬99 厚木市緑ケ丘１－６－８ 常　勤:    2ネス　代表取締役　徳 組織変更 現存
     (薬       2)間　矩子 平24. 3.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3253298,100.9 竹下調剤薬局 〒243-0203 0462-41-5417有限会社　竹屋　代表井上　香代 平 9. 5. 1 薬局
     厚薬100 厚木市下荻野１１７２ 常　勤:    2取締役　竹下　亙 新規 現存
     (薬       2) 平24. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3254298,101.7 ひまわり薬局 〒243-0815 046-223-7007滝川　麗子 藤原　美弥子 平14. 3. 1 薬局
     厚薬101 厚木市妻田西３－１－２５ 常　勤:    5 移動 現存
     (薬       5) 平26. 3. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3255298,106.6 ほんあつぎ調剤薬局 〒243-0013 0462-28-6333有限会社　ほんあつぎ畔上　陽子 平11. 2. 1 薬局
     厚薬106 厚木市泉町３－５ 常　勤:    4調剤薬局　代表取締役 新規 現存
     (薬       4)　畔上　欣也 平23. 2. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3256298,107.4 なかよし薬局 〒243-0034 046-220-6868株式会社　イノベイシ栗山　芳樹 平11. 3.15 薬局
     厚薬107 厚木市船子２３６－３ 常　勤:    1ョン　オブ　メディカ 新規 現存
     (薬       1)ルサービス　代表取締 平23. 3.15
     非常勤:   12役　遠藤　成一
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3257298,109.0 中町調剤薬局 〒243-0018 046-223-2212有限会社中町調剤薬局井上　哲男 平17. 4. 1 薬局
     厚薬109 厚木市中町２－１３－１４サンシ常　勤:    1　代表取締役　井上　 移動 現存
     ャインビル１０１ (薬       1)哲男 平23. 4. 1
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 3258298,112.4 薬局マツモトキヨシ厚〒243-0816 046-221-1261株式会社　マツモトキ宮城　慎一 平12. 8. 1 薬局
     厚薬112 木林店 厚木市林１－１３－１２ 常　勤:    4ヨシ　代表取締役　松 新規 現存
     (薬       4)本　清雄 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3259298,113.2 ほうらい薬局 〒243-0018 046-294-5215有限会社　ワイズメデ上田　誠 平13. 2.15 薬局
     厚薬113 厚木市中町４－１０－２ハラダ中常　勤:    3ィカルファーマシー　 新規 現存
     町ビル１Ｆ (薬       3)代表取締役　上田　誠 平25. 2.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3260298,114.0 わかば薬局厚木店 〒243-0004 046-297-5880株式会社　わかば　代篠塚　裕子 平13. 8. 1 薬局
     厚薬114 厚木市水引１－１５－７ 常　勤:    1表取締役　杉本　年光 新規 現存
     (薬       1) 平25. 8. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3261298,115.7 モリノ薬局 〒243-0815 046-297-6161有限会社コスモ薬局　大矢　周子 平13. 9. 1 薬局
     厚薬115 厚木市妻田西３－１３－３６ 常　勤:    2代表取締役　南部　優 新規 現存
     (薬       2)子 平25. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3262298,116.5 薬樹薬局　厚木水引 〒243-0004 046-297-5103薬樹株式会社　代表取飯田　恭子 平13. 9. 1 薬局
     厚薬116 厚木市水引１－１７－６ 常　勤:    5締役　小森　雄太 新規 現存
     (薬       5) 平25. 9. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3263298,118.1 愛甲調剤薬局 〒243-0035 046-248-5887有限会社イマフク　代今福　浩行 平13. 8.31 薬局
     厚薬118 厚木市愛甲１－８－８富安ビル１常　勤:    1表取締役　今福　浩行 組織変更 現存
     Ｆ (薬       1) 平25. 8.31
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3264298,119.9 有限会社はるかぜ薬局〒243-0014 046-229-1086有限会社　はるかぜ薬梶ケ谷　こずえ 平13.10. 1 薬局
     厚薬119 厚木市旭町５－３５－１０ 常　勤:    6局　代表取締役　森　 新規 現存
     (薬       6)智子 平25.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3265298,120.7 株式会社東銀座薬局　〒243-0016 046-294-1003株式会社　東銀座薬局鳥澤　幸司 平13.12. 1 薬局
     厚薬120 田村支店 厚木市田村町５－６ 常　勤:    1　代表取締役　岩渕　 新規 現存
     (薬       1)武志 平25.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3266298,121.5 エル薬局厚木緑ケ丘店〒243-0041 046-294-1189株式会社イーエルイー樋泉　裕輝 平16. 5. 1 薬局
     厚薬121 厚木市緑ケ丘１－１１－１５ 常　勤:    9　代表取締役　常盤　 移動 現存
     (薬       9)保夫 平22. 5. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3267298,123.1 ヤマグチ薬局厚木中町〒243-0018 046-294-5385株式会社　ヤマグチ薬笹本　繁 平14. 7. 1 薬局
     厚薬123 店 厚木市中町４－６－１０ 常　勤:    1局　代表取締役　山口 新規 現存
     (薬       1)　重雄 平26. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3268298,127.2 さつき調剤薬局愛甲店〒243-0027 046-228-9700有限会社エス・エイチ山下　俊 平16. 7. 1 薬局
     厚薬127 厚木市愛甲東１－１３－２ 常　勤:    1　代表取締役　山下　 交代 現存
     (薬       1)俊 平22. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3269298,129.8 さくらんぼ薬局 〒243-0203 046-291-1732有限会社Ｍ＆Ｙ企画　齋藤　ひろみ 平16.10.15 薬局
     厚薬129 厚木市下荻野１２１２－１ 常　勤:    1代表取締役　齋藤　ひ 新規 現存
     (薬       1)ろみ 平22.10.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3270298,132.2 けやき薬局 〒243-0001 046-296-3510有限会社　エラン　代長田　京子 平17.11.15 薬局
     厚薬132 厚木市東町３－１ 常　勤:    1表取締役　川上　覚 新規 現存
     (薬       1) 平23.11.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3271298,133.0 いいやま薬局 〒243-0213 046-291-2801有限会社　エスケープ内野　郁雄 平18. 4. 1 薬局
     厚薬133 厚木市飯山１７３－１ 常　勤:    3ランニング　代表取締 新規 現存
     (薬       3)役　金子　鋭 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3272298,134.8 みどり公園薬局 〒243-0801 046-285-0335藤塚薬品　株式会社　谷　正雄 平18.11. 1 薬局
     厚薬134 厚木市上依知３００２ 常　勤:    1代表取締役　比佐　賢 新規 現存
     (薬       1)一 平24.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3273298,135.5 エル薬局荻野店 〒243-0201 046-243-4189株式会社　イーエルイ岩﨑　千穂 平18.11. 1 薬局
     厚薬135 厚木市上荻野２７１－１ 常　勤:    2ー　代表取締役　常盤 新規 現存
     (薬       2)　保夫 平24.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3274298,136.3 なかよし薬局　関口店〒243-0804 046-244-1011株式会社　イノベイシ上田　達也 平19. 5. 1 薬局
     厚薬136 厚木市関口２６２－１１ 常　勤:    1ョンオブメディカルサ 組織変更 現存
     (薬       1)ービス　代表取締役　 平25. 5. 1
     非常勤:    4遠藤　成一
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3275298,137.1 厚木中町薬局 〒243-0018 046-225-5625合資会社　ケイエム　橋本　満 平19. 6. 1 薬局
     厚薬137 厚木市中町１－７－１５ 常　勤:    2無限責任社員　三嶋　 新規 現存
     (薬       2)健之 平25. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3276298,138.9 ヤマグチ薬局　厚木南〒243-0014 046-226-5050株式会社　ヤマグチ薬大村　祥子 平19. 6. 1 薬局
     厚薬138 口店 厚木市旭町１－２７－６　本厚木常　勤:    2局　代表取締役　山口 新規 現存
     マイビル１０１ (薬       2)　重雄 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3277298,139.7 なの花薬局 〒243-0014 046-228-5759株式会社　神央薬局　田所　貴美 平19. 9. 1 薬局
     厚薬139 厚木市旭町３－１６－９ 常　勤:    1代表取締役　田所　政 新規 現存
     (薬       1)憲 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3278298,140.5 なかよし薬局　愛甲店〒243-0035 046-248-7622株式会社　イノベイシ山田　由貴博 平20. 1. 1 薬局
     厚薬140 厚木市愛甲１－５－９ 常　勤:    1ョンオブメディカルサ 組織変更 現存
     (薬       1)ービス　代表取締役　 平26. 1. 1
     非常勤:   10遠藤　成一
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3279298,141.3 おおるり薬局 〒243-0812 046-224-4624株式会社　おおるり薬田中　章雄 平20. 3. 1 薬局
     厚薬141 厚木市妻田北３－１５－２７ 常　勤:    1局　代表取締役　田中 組織変更 現存
     (薬       1)　章雄 平26. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3280298,142.1 なかよし薬局　妻田店〒243-0813 046-222-2801株式会社　イノベイシ藏重　宏章 平20. 4. 1 薬局
     厚薬142 厚木市妻田東１－２３－６ 常　勤:    1ョンオブメディカルサ 組織変更 現存
     (薬       1)ービス　代表取締役　 平26. 4. 1
     非常勤:    8遠藤　成一
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3281298,143.9 スギ薬局　厚木愛甲店〒243-0035 046-270-2161株式会社　スギ薬局　鎌田　睦子 平21. 1. 1 薬局
     厚薬143 厚木市愛甲２－１３－１７ 常　勤:    1代表取締役　榊原　栄 新規 現存
     (薬       1)一 平21. 1. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3282298,145.4 なかよし薬局　恩名店〒243-0032 046-296-5533株式会社　イノベイシ安澤　直幸 平21. 2. 1 薬局
     厚薬145 厚木市恩名２－２３－４ 常　勤:    1ョンオブメディカルサ 新規 現存
     (薬       1)ービス　代表取締役　 平21. 2. 1
     非常勤:    8遠藤成一
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3283298,146.2 厚木つまだ薬局 〒243-0815 046-240-8883株式会社　プライム　金子　雄紀 平21. 3. 1 薬局
     厚薬146 厚木市妻田西３－１３－２５ 常　勤:    2代表取締役　高西　正 新規 現存
     (薬       2)博 平21. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3284298,147.0 スギ薬局　南毛利店 〒243-0033 046-270-2189株式会社　スギ薬局　 井　孝徳 平21. 4. 1 薬局
     厚薬147 厚木市温水９０６－１ヨークマー常　勤:    1代表取締役　榊原　栄 新規 現存
     ト南毛利店内 (薬       1)一 平21. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3285298,149.6 そうごう薬局　厚木店〒243-0033 046-297-7081総合メディカル　株式近藤　賢治 平21. 6. 1 薬局
     厚薬149 厚木市温水１２７－１ 常　勤:    3会社　代表取締役　田 新規 現存
     (薬       3)代　五男 平21. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3286298,150.4 さくら薬局　厚木飯山〒243-0213 046-243-4851クラフト株式会社　代佐藤　ゆい 平22. 4. 1 薬局
     厚薬150 店 厚木市飯山２１１９－７ 常　勤:    3表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     (薬       3) 平22. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3287298,151.2 なかよし薬局　酒井店〒243-0022 046-226-8222株式会社イノベイショ林　則政 平22. 6. 1 薬局
     厚薬151 厚木市酒井２５４１－１ 常　勤:    1ンオブメディカルサー 新規 現存
     (薬       1)ビス　代表取締役　遠 平22. 6. 1
     非常勤:    4藤　成一
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3288298,152.0 メディスンショップ厚〒243-0203 046-280-6565大塚　昌弘 大塚　昌弘 平22. 8. 1 薬局
     厚薬152 木ピーチ薬局 厚木市下荻野１４８０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平22. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3289298,154.6 ひなた薬局林店 〒243-0816 046-294-3366長沼　寿志 長沼　寿志 平23.10. 1 薬局
     厚薬154 厚木市林３－６－４７ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平23.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3290298,155.3 なかよし薬局　東名店〒243-0034 046-226-8277株式会社イノベイショ郷渡　千佳子 平23.12. 1 薬局
     厚薬155 厚木市船子１８０－１ 常　勤:    1ンオブメディカルサー 新規 現存
     (薬       1)ビス　代表取締役　遠 平23.12. 1
     非常勤:    9藤　成一
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3291298,156.1 アイン薬局　厚木店 〒243-0004 046-297-1595株式会社アインファー中村　亜沙子 平24. 8. 1 薬局
     厚薬156 厚木市水引２－６－３１ 常　勤:    2マシーズ　代表取締役 交代 現存
     (薬       2)　大谷　喜一 平24. 8. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3292298,157.9 アイン薬局　本厚木店〒243-0004 046-297-0088株式会社アインファー古谷　友香 平24. 8. 1 薬局
     厚薬157 厚木市水引１－１７－３ 常　勤:    5マシーズ　代表取締役 交代 現存
     (薬       5)　大谷　喜一 平24. 8. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3293298,158.7 みずひき薬局 〒243-0004 046-240-8371株式会社マイゲート　御嶽　直美 平24.10. 1 薬局
     厚薬158 厚木市水引２－２－１４ 常　勤:    1代表取締役　渡 　太 交代 現存
     (薬       1)地 平24.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3294298,159.5 なかよし薬局愛甲南店〒243-0035 046-248-7216株式会社イノベイショ松岡　邦益 平25. 3. 1 薬局
     厚薬159 厚木市愛甲１－１８－２０ 常　勤:    1ンオブメディカルサー 交代 現存
     (薬       1)ビス　代表取締役　遠 平25. 3. 1
     非常勤:    6藤　成一
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3295298,160.3 なかよし薬局荻野店 〒243-0203 046-242-3160株式会社イノベイショ浅葉　和之 平25. 3. 1 薬局
     厚薬160 厚木市下荻野１１０６－１１ 常　勤:    1ンオブメディカルサー 交代 現存
     (薬       1)ビス　代表取締役　遠 平25. 3. 1
     非常勤:    5藤　成一
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3296298,161.1 悠々薬局 〒243-0035 046-290-0800株式会社悠々コーポレ清水　俊昭 平25. 4. 1 薬局
     厚薬161 厚木市愛甲２－１２－２ 常　勤:    1ーション　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　小溝　悠美 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3297298,162.9 つばめ薬局愛甲石田店〒243-0035 046-281-9369株式会社メディカルス鶴田　裕子 平25. 5. 1 薬局
     厚薬162 厚木市愛甲１－３－２４ 常　勤:    2テーション　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　黒須　純 平25. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3298298,163.7 ハニー薬局 〒243-0812 046-221-8805株式会社ファーコス　岩井　孝悦 平25. 6. 1 薬局
     厚薬163 厚木市妻田北３－１－１０ 常　勤:    4代表取締役　島田　光 交代 現存
     (薬       4)明 平25. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3299298,164.5 株式会社あさひ薬局厚〒243-0014 046-281-7672株式会社あさひ薬局　堀越　明子 平25. 9. 1 薬局
     厚薬164 木店 厚木市旭町４－１－４ 常　勤:    1代表取締役　小山　英 新規 現存
     (薬       1)敏 平25. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3300300,026.2 柳橋薬局 〒242-0022 0462-67-2074河邉　史都子 河邉　史都子 昭49.11.15 薬局
     大和薬26 大和市柳橋２－８－１６ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平22.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3301300,043.7 オダギリ薬局本店 〒242-0017 046-261-1193株式会社オダギリ　代児玉　哲雄 平24.11.29 薬局
     大和薬43 大和市大和東１－３－１３ 常　勤:    2表取締役　小田切　誠 移動 現存
     (薬       2) 平24.11.29
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3302300,045.2 オダギリ薬局櫻ヶ丘店〒242-0024 0462-69-1593株式会社オダギリ　代遠藤　美佐子 平 8. 3.25 薬局
     大和薬45 大和市福田１－８－１ 常　勤:    2表取締役　小田切　誠 移動 現存
     (薬       2) 平23. 3.25
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3303300,048.6 有限会社大和ファーマ〒242-0017 046-264-3611有限会社大和ファーマ岡田　恒雄 昭55. 3. 1 薬局
     大和薬48 シー 大和市大和東２－５－１２ 常　勤:    2シー　代表取締役　岡 現存
     (薬       2)田　恒雄 平22. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3304300,066.8 有限会社ユーディー薬〒242-0017 0462-64-4193有限会社ユーディー薬小野　美枝子 昭57. 3. 1 薬局
     大和薬66 局 大和市大和東２－５－３ 常　勤:    1局　代表取締役　小野 現存
     (薬       1)　美枝子 平24. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3305300,067.6 すみれ薬局 〒242-0024 0462-69-3661戸井田　清治 戸井田　清治 昭57. 9.15 薬局
     大和薬67 大和市福田５５１６－１ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平24. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3306300,077.5 薬樹薬局　光が丘 〒242-0016 046-264-0973薬樹株式会社　代表取和才　倫子 平15.12. 1 薬局
     大和薬77 大和市大和南２－５－２４ 常　勤:    2締役　小森　雄太 移動 現存
     (薬       2) 平21.12. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3307300,086.6 有限会社ＵＫ薬局 〒242-0005 046-263-2321有限会社ユーケー薬局富岡　幸子 平 8. 4. 1 薬局
     大和薬86 大和市西鶴間４－１－６ 常　勤:    2　代表取締役　渡邊　 移動 現存
     (薬       2)計雄 平23. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3308300,087.4 南林間薬局 〒242-0006 0462-76-7805南林間薬局有限会社　大塚　孝明 昭61.11. 1 薬局
     大和薬87 大和市南林間１－７－９ 常　勤:    2代表取締役　大塚　孝 現存
     (薬       2)明 平22.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3309300,088.2 ホープ調剤薬局 〒242-0015 0462-69-7320（有）上和田調剤薬局加藤　淳子 昭62. 1.15 薬局
     大和薬88 大和市下和田８４石井ビル２Ｆ 常　勤:    2　代表取締役　小泉　 現存
     (薬       2)正美 平23. 1.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3310300,098.1 有限会社　健康堂薬局〒242-0007 0462-75-5235有限会社　健康堂薬局袴田　勝巳 平10.11.19 薬局
     大和薬98 大和市中央林間４－５－１５ 常　勤:    1　代表取締役　袴田　 移動 現存
     (薬       1)勝巳 平22.11.19
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3311300,101.3 有限会社　林間薬局 〒242-0003 046-276-5637有限会社林間薬局　取長谷川　遵子 平元. 8. 1 薬局
     大和薬101 大和市林間２－２１－３ 常　勤:    2締役　長谷川　遵子 移動 現存
     (薬       2) 平22. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3312300,107.0 有限会社　都商会アミ〒242-0005 0462-64-9381有限会社都商会　代表明吉　葉子 平 2. 2. 1 薬局
     大和薬107 ー薬局 大和市西鶴間３－５－６－１１４常　勤:    3取締役　望月　久男 現存
     (薬       3) 平23. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3313300,111.2 有限会社エスケー川上〒242-0006 046-275-2031有限会社エスケー　代川上　慶子 平 2. 9. 1 薬局
     大和薬111 薬局 大和市南林間７－１１－１ 常　勤:    2表取締役　川上　茂樹 現存
     (薬       2) 平23. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3314300,112.0 有限会社エスケー川上〒242-0006 046-276-5927有限会社エスケー　代丸山　明美 平 2. 9. 1 薬局
     大和薬112 調剤薬局 大和市南林間２－５－３ 常　勤:    1表取締役　川上　茂樹 現存
     (薬       1) 平23. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3315300,113.8 有限会社今木薬局 〒242-0006 046-274-2114有限会社今木薬局　代今木　章雄 平 3.10. 1 薬局
     大和薬113 大和市南林間１－５－８ 常　勤:    3表取締役　今木　章雄 現存
     (薬       3) 平24.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3316300,114.6 薬局　南 〒242-0006 046-276-2337薬樹株式会社　代表取佐藤　久子 平10. 7. 1 薬局
     大和薬114 大和市南林間５－８－３５ 常　勤:    1締役　小森　雄太 その他 現存
     (薬       1) 平22. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3317300,116.1 ノバ薬局下和田店 〒242-0015 046-268-3825株式会社ノバ・ファー石田　陽一 平 4. 4.15 薬局
     大和薬116 大和市下和田１１７０－１ 常　勤:    2マシー　代表取締役　 現存
     (薬       2)牛腸　裕介 平22. 4.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3318300,117.9 田園ファーマシー 〒242-0007 046-276-4800株式会社　田園ファー圓山　玲恵 平17. 1.11 薬局
     大和薬117 大和市中央林間４－１５－２２ 常　勤:    5マシー　代表取締役　 移動 現存
     (薬       5)圓山　玲恵 平23. 1.11
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3319300,118.7 有限会社コスモファー〒242-0006 046-272-4690有限会社コスモファー吉田　利江 平 4. 9. 1 薬局
     大和薬118 マシー南林間店 大和市南林間１－１－１ 常　勤:    3マシー　代表取締役　 現存
     (薬       3)吉田　善紀 平22. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3320300,119.5 調剤薬局　薬苑 〒242-0001 046-275-8877有限会社　ケイ・アイ宇佐美　英子 平 5. 8.15 薬局
     大和薬119 大和市下鶴間１５４９ 常　勤:    1・ディー　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　五十嵐　惠美子 平23. 8.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3321300,120.3 あんり薬局 〒242-0017 046-261-8084有限会社　みのる薬局宮本　実 平23.11.22 薬局
     大和薬120 大和市大和東１－８－１０－２ア常　勤:    1　代表取締役　宮本　 移動 現存
     リエッタビル１Ｆ (薬       1)実 平23.11.22
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3322300,121.1 ノバ薬局 〒242-0015 046-269-9790株式会社　ノバ・ファ牛腸　裕介 平12. 2. 1 薬局
     大和薬121 大和市下和田１３０７－１ 常　勤:    3ーマシー　代表取締役 移動 現存
     (薬       3)　牛腸　裕介 平24. 2. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3323300,123.7 元気堂薬局 〒242-0007 046-275-3081有限会社　元気堂　代行德　浩志 平 6. 7. 1 薬局
     大和薬123 大和市中央林間６－１－１６フル常　勤:    1表取締役　田村　達美 新規 現存
     ールイマサカ１Ｆ (薬       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3324300,124.5 有限会社あづま調剤薬〒242-0017 046-260-0521有限会社　あづま薬局森　嘉子 平 6. 8. 1 薬局
     大和薬124 局 大和市大和東１－３－８しいのき常　勤:    1　代表取締役　森　嘉 新規 現存
     医療ビル３Ｆ (薬       1)子 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3325300,126.0 大和桜ヶ丘薬局 〒242-0024 046-269-9622株式会社　大和桜ヶ丘久保田　哲子 平 7. 3.15 薬局
     大和薬126 大和市福田１－１０－１ 常　勤:   10薬局　代表取締役　中 新規 現存
     (薬      10)山　邦 平22. 3.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3326300,128.6 薬樹薬局　大和 〒242-0018 046-262-7071薬樹株式会社　代表取尾島　正章 平10. 7. 1 薬局
     大和薬128 大和市深見西８－２－１２ 常　勤:    2締役　小森　雄太 その他 現存
     (薬       2) 平22. 7. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3327300,130.2 エース薬局 〒242-0005 046-259-7725有限会社　エース薬局清水　学 平23. 9. 1 薬局
     大和薬130 大和市西鶴間３－１３－２０　ユ常　勤:    1　代表取締役　清水　 移動 現存
     リセナビル１Ｆ (薬       1)学 平23. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3328304,000.3 調剤薬局ツルハドラッ〒242-0003 046-271-7268株式会社リバース　代入野　洋輔 平25.12. 1 薬局
     大和薬4000 グ南林間駅前店 大和市林間２－１－１南林間リバ常　勤:    1表取締役　石川　亨 新規 現存
     ゲイン１Ｆ (薬       1) 平25.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3329304,001.1 まごころ薬局 〒242-0007 046-240-6795株式会社ＭＭＰＣ　代三浦　博史 平26. 1. 1 薬局
     大和薬4001 大和市中央林間５－４－１ 常　勤:    1表取締役　三浦　博史 新規 現存
     (薬       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3330304,002.9 オダギリ薬局　大和本〒242-0017 046-261-1193株式会社オダギリ　代鳥居　このみ 平26. 1. 1 薬局
     大和薬4002 店 大和市大和東１－４－２ 常　勤:    2表取締役　小田切　誠 新規 現存
     (薬       2) 平26. 1. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
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 3331304,003.7 調剤薬局ツルハドラッ〒242-0017 046-265-3268株式会社リバース　代本村　典子 平26. 3. 1 薬局
     大和薬4003 グ大和駅前店 大和市大和東１－２－１大和スカ常　勤:    1表取締役　石川　亨 新規 現存
     イビル１Ｆ (薬       1) 平26. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3332304,004.5 プラチナ薬局　高座渋〒242-0024 046-201-0337株式会社日本医療ファ佐藤　弥生 平26. 3. 1 薬局
     大和薬4004 谷店 大和市福田１９６５－２ 常　勤:    1ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　森田　健一 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3333304,005.2 まごころ薬局下鶴間店〒242-0001 046-240-7590有限会社ハートメディ宇多　洋一 平26. 7. 1 薬局
     大和薬4005 大和市下鶴間１７６３－５ 常　勤:    1カル　代表取締役　宇 新規 現存
     (薬       1)多　洋一 平26. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3334304,006.0 ヴィーナス薬局 〒242-0006 046-219-5556株式会社オアシス　代山田　麻意 平26.11. 1 薬局
     大和薬4006 大和市南林間１－１９－１４牧口常　勤:    1表取締役　山田　純也 新規 現存
     店舗Ａ (薬       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3335308,131.2 セガミ薬局大和中央店〒242-0021 046-260-1695株式会社ココカラファ細田　良之 平 7.11.15 薬局
     大和薬131 大和市中央１－１－２６小田急マ常　勤:    3インヘルスケア　代表 新規 現存
     ルシェ大和１Ｆ (薬       3)取締役　石橋　一郎 平22.11.15
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3336308,134.6 薬局　双葉堂 〒242-0005 0462-63-7010有限会社　双葉堂　代小川原　悟 平 8. 4. 1 薬局
     大和薬134 大和市西鶴間５－２２－１２ 常　勤:    3表取締役　小川原　悟 新規 現存
     (薬       3) 平23. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3337308,139.5 ドリームファーマシー〒242-0024 046-268-8550株式会社　ジェムス　柏木　美香 平14. 6.17 薬局
     大和薬139 大和市福田５５１５－１ 常　勤:    4代表取締役　篠原　正 移動 現存
     (薬       4)治 平26. 6.17
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3338308,140.3 オレンジ薬局 〒242-0006 046-272-8895有限会社　オレンジ薬内田　明 平12. 9. 1 薬局
     大和薬140 大和市南林間２－１８－２２ 常　勤:    2局　代表取締役　内田 移動 現存
     (薬       2)　明 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3339308,141.1 雙葉薬局 〒242-0007 046-272-6010有限会社　中国伝統医加藤　久幸 平 9.10. 1 薬局
     大和薬141 大和市中央林間３－１１－１８タ常　勤:    3学研究所　代表取締役 組織変更 現存
     ニイビル１階 (薬       3)　加藤　久幸 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3340308,144.5 さくら薬局 〒242-0021 046-262-2731株式会社　わかば　代白石　朗 平10. 6. 1 薬局
     大和薬144 大和市中央３－８－２６ 常　勤:    6表取締役　杉本　年光 新規 現存
     (薬       6) 平22. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3341308,145.2 大和漢方センター田辺〒242-0021 046-261-1380有限会社　田辺薬局　田邉　豪 平10.10. 1 薬局
     大和薬145 薬局 大和市中央２－１－２１モミヤマ常　勤:    1代表取締役　田辺史郎 新規 現存
     ビル１－１０１ (薬       1) 平22.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3342308,148.6 やまと中央薬局 〒242-0021 046-261-6612有限会社　ケーエムフ松下　かおり 平14. 8.14 薬局
     大和薬148 大和市中央２－２－１ 常　勤:    2ァーマシー　代表取締 移動 現存
     (薬       2)役　鈴木　和己 平26. 8.14
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3343308,150.2 あおぞら薬局 〒242-0007 046-271-1480有限会社　ラック　代太田　美智子 平12. 5. 1 薬局
     大和薬150 大和市中央林間３－３－８ 常　勤:    1表取締役　井上　浩二 新規 現存
     (薬       1) 平24. 5. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3344308,151.0 千本桜薬局 〒242-0024 046-279-4150徳永薬局株式会社　代川名　美帆 平17. 6.18 薬局
     大和薬151 大和市福田３５９５－８ 常　勤:    1表取締役　德永　愛子 移動 現存
     (薬       1) 平23. 6.18
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3345308,153.6 たんぽぽ薬局 〒242-0017 046-200-0188有限会社　ケィオエス金子　紀江 平12. 6. 1 薬局
     大和薬153 大和市大和東１－９－９ 常　勤:    1　代表取締役　田中　 新規 現存
     (薬       1)勝広 平24. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3346308,154.4 桜森マリン薬局 〒242-0028 046-200-2510有限会社　ファースト縄巻　和恵 平13. 5.14 薬局
     大和薬154 大和市桜森２－１２－１０クロー常　勤:    2薬品　代表取締役社長 移動 現存
     バーライフ桜森１０１ (薬       2)　田中　静子 平25. 5.14
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3347308,156.9 あけぼの薬局大和店 〒242-0015 046-279-5150有限会社　あけぼの薬飯島　理美子 平12.10. 1 薬局
     大和薬156 大和市下和田８１６－１２ 常　勤:    2局　代表取締役　重谷 新規 現存
     (薬       2)　美子 平24.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3348308,160.1 ひかり薬局つきみ野店〒242-0001 046-278-6221株式会社　ひかり　代大川　正臣 平13. 4. 1 薬局
     大和薬160 大和市下鶴間５２１－１ 常　勤:    4表取締役　森　澄人 新規 現存
     (薬       4) 平25. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3349308,161.9 オダギリ薬局ライラッ〒242-0004 046-200-2893株式会社　オダギリ　小田切　淳 平14.11.25 薬局
     大和薬161 ク店 大和市鶴間１－３１－１ 常　勤:    3代表取締役　小田切　 移動 現存
     (薬       3)誠 平26.11.25
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3350308,162.7 ホープ薬局深見台店 〒242-0013 046-200-2271有限会社　上和田調剤小泉　千恵子 平13. 5. 1 薬局
     大和薬162 大和市深見台３－５－３０ 常　勤:    2薬局　代表取締役　小 新規 現存
     (薬       2)泉　正美 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3351308,164.3 川上薬局ツルマ 〒242-0005 046-272-9890有限会社　エスケー　三木　年代 平13. 8. 1 薬局
     大和薬164 大和市西鶴間１－１１－１３ 常　勤:    1代表取締役　川上　茂 新規 現存
     (薬       1)樹 平25. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3352308,165.0 くろだ薬局 〒242-0007 046-276-0044有限会社　くろだ薬局黒田　壽雄 平24. 4. 1 薬局
     大和薬165 大和市中央林間３－２－６ 常　勤:    1　代表取締役　黒田　 移動 現存
     (薬       1)壽雄 平24. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3353308,171.8 セブンス薬局　中央林〒242-0001 046-278-6626株式会社　サードセブ岩本　明美 平14.10. 1 薬局
     大和薬171 間店 大和市下鶴間１５９８ 常　勤:    2ン　代表取締役　星野 新規 現存
     (薬       2)　律子 平26.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3354308,172.6 コンフォール薬局 〒242-0001 046-277-8556有限会社　秋葉ファー秋本　規政 平14.11. 1 薬局
     大和薬172 大和市下鶴間２７７７－５－６ 常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)秋本　規政 平26.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3355308,175.9 東城薬局 〒242-0004 046-276-1077株式会社東城　代表取桑原　悦久 平15.12. 1 薬局
     大和薬175 大和市鶴間２－１０－４ 常　勤:    1締役　東城　浩幸 新規 現存
     (薬       1) 平21.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3356308,179.1 ヤマグチ薬局鶴間店 〒242-0004 046-200-1321株式会社ヤマグチ薬局永島　春美 平16. 4.15 薬局
     大和薬179 大和市鶴間１－２２－１１小林ビ常　勤:    1　代表取締役　山口　 新規 現存
     ル１Ｆ (薬       1)重雄 平22. 4.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3357308,181.7 シーエス南林間薬局 〒242-0003 046-278-2505株式会社ジェムス　代藤縄　陽子 平16. 7. 1 薬局
     大和薬181 大和市林間１－７－８ウイングマ常　勤:    3表取締役　篠原　正治 新規 現存
     ンションコスゲ１Ｆ (薬       3) 平22. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3358308,183.3 大和深見西薬局 〒242-0018 046-262-8151株式会社　サンドラッ宮﨑　智雄 平16. 9. 1 薬局
     大和薬183 大和市深見西８－２－１３ 常　勤:    4グファーマシーズ　代 新規 現存
     (薬       4)表取締役　落合　佳宏 平22. 9. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3359308,184.1 田辺薬局　大和鶴間店〒242-0001 046-200-5541田辺薬局株式会社　代澤崎　弘直 平16. 9.15 薬局
     大和薬184 大和市下鶴間２－５－３９ 常　勤:    2表取締役　佐藤　淳一 新規 現存
     (薬       2) 平22. 9.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3360308,186.6 日本調剤　深見薬局 〒242-0018 046-200-2320日本調剤株式会社　代井上　邦彦 平16.10. 1 薬局
     大和薬186 大和市深見西８－４－６ 常　勤:    4表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       4) 平22.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3361308,188.2 今木薬局駅前店 〒242-0006 046-276-1526有限会社今木薬局　代亀島　晶子 平16.11. 1 薬局
     大和薬188 大和市南林間２－１１－１７第２常　勤:    1表取締役　今木　勝敏 交代 現存
     萩原ビル１Ｆ (薬       1) 平22.11. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3362308,190.8 ハート薬局　中央林間〒242-0007 046-271-5181株式会社　イジマ　代米山　誓子 平17. 5. 1 薬局
     大和薬190 店 大和市中央林間２－２１－２０コ常　勤:    1表取締役　伊島　政克 新規 現存
     スモヒルズ中央林間１Ｆ２号室 (薬       1) 平23. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3363308,191.6 つばさ薬局 〒242-0021 046-265-6780有限会社　ライフクウ呉　大志郎 平17. 7.15 薬局
     大和薬191 大和市中央５－４－２４ 常　勤:    1ォリティー　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　呉　大志郎 平23. 7.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3364308,193.2 オダギリ薬局　鶴間店〒242-0004 046-271-6193株式会社オダギリ　代小田切　修一 平17.11. 1 薬局
     大和薬193 大和市鶴間２－１１－３０ 常　勤:    3表取締役　小田切　誠 新規 現存
     (薬       3) 平23.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3365308,194.0 みらい薬局　大和店 〒242-0021 046-265-6861株式会社　テンメディ井上　卓也 平18. 3.15 薬局
     大和薬194 大和市中央１－７－２１加藤ビル常　勤:    1カル　代表取締役　猪 新規 現存
     １Ｆ (薬       1)俣　一也 平24. 3.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3366308,196.5 メディスンショップ西〒242-0024 046-267-3310有限会社　ＧＥＮＫＩ宅井　俊之 平18. 5. 1 薬局
     大和薬196 口駅前薬局 大和市福田２００４エクレール渋常　勤:    5堂　代表取締役　德永 新規 現存
     谷１Ｆ (薬       5)　勇雄 平24. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 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

［平成26年11月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成26年11月 4日作成   455 頁

 3367308,197.3 のぞみ薬局　２号店 〒242-0007 046-272-5599有限会社東林間薬局　目黒　勝靖 平18. 6. 1 薬局
     大和薬197 大和市中央林間３－１２－１５ 常　勤:    1代表取締役　目黒　武 新規 現存
     (薬       1)久 平24. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3368308,198.1 のぞみ薬局 〒242-0007 046-278-6778有限会社　東林間薬局目黒　武久 平19.10. 9 薬局
     大和薬198 大和市中央林間５－１－４ 常　勤:    4　代表取締役　目黒　 移動 現存
     (薬       4)武久 平25.10. 9
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3369308,200.5 ペンギン薬局 〒242-0007 046-276-8640有限会社　ハートメデ中川　透 平18.10. 1 薬局
     大和薬200 大和市中央林間４－５－５ 常　勤:    2ィックス　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　中川　透 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3370308,202.1 やまぶき薬局　高座渋〒242-0024 046-269-6644株式会社　医学研究社黒江　美佐子 平19. 5. 1 薬局
     大和薬202 谷店 大和市福田１９７０ 常　勤:    1　代表取締役　大崎　 組織変更 現存
     (薬       1)泰 平25. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3371308,203.9 クオール薬局　大和店〒242-0029 046-264-0750クオール　株式会社　久保　由美子 平19.10. 1 薬局
     大和薬203 大和市上草柳１－３－１ 常　勤:    4代表取締役　中村　勝 組織変更 現存
     (薬       4) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3372308,204.7 カナエ調剤薬局 〒242-0002 046-277-1078クオール　株式会社　小牧　亜希子 平19.10. 1 薬局
     大和薬204 大和市つきみ野７－１３－２２ 常　勤:    1代表取締役　中村　勝 組織変更 現存
     (薬       1) 平25.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3373308,206.2 新成堂　ヤマト薬局 〒242-0004 046-205-8610株式会社　新成堂　代上野　充 平20. 4.15 薬局
     大和薬206 大和市鶴間２－１－２４ 常　勤:    1表取締役　新関　一成 新規 現存
     (薬       1) 平26. 4.15
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3374308,208.8 オレンジ薬局 〒242-0024 046-279-6722株式会社　あずみ　代千野　洋 平20. 9. 1 薬局
     大和薬208 大和市福田１８２７－１１ 常　勤:    2表取締役　相澤　利彦 新規 現存
     (薬       2) 平26. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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 3375308,209.6 イオン薬局大和鶴間店〒242-0001 046-200-3715イオンリテール株式会杉野　毅 平20. 8.21 薬局
     大和薬209 大和市下鶴間１－２－１ 常　勤:    2社　代表取締役　梅本 組織変更 現存
     (薬       2)　和典 平26. 8.21
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3376308,210.4 すずらん薬局 〒242-0007 046-240-8800株式会社　林間メディ大山　博行 平21. 7.25 薬局
     大和薬210 大和市中央林間４－１１－１７ 常　勤:    2カルファーマ　代表取 移動 現存
     (薬       2)締役　大山　博行 平21. 7.25
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3377308,211.2 イソノ薬局　駅前店 〒242-0007 046-272-5246磯野　誠一 池田　成範 平21. 5. 1 薬局
     大和薬211 大和市中央林間３－５－１１野崎常　勤:    1 新規 現存
     ビル中央林間１Ｆ (薬       1) 平21. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3378308,212.0 つぐみ薬局 〒242-0007 046-240-8521株式会社　東城　代表 村　美智子 平21. 6. 1 薬局
     大和薬212 大和市中央林間３－９－６キャッ常　勤:    1取締役　東城　浩幸 新規 現存
     スル町田１Ｆ (薬       1) 平21. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3379308,214.6 高座渋谷薬局 〒242-0024 046-244-5335株式会社　ホンザン　髙山　潤 平22. 2. 1 薬局
     大和薬214 大和市福田２０２１－２駅前複合常　勤:    3代表取締役　山本　実 新規 現存
     ビルＩＫＯＺＡ１Ｆ (薬       3) 平22. 2. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3380308,215.3 シーエス薬局　高座渋〒242-0024 046-244-5751株式会社　ジェムス　橘　佑一郎 平22. 2. 1 薬局
     大和薬215 谷店 大和市福田２０３７－６ツインリ常　勤:    2代表取締役　篠原　正 新規 現存
     ーフ渋谷１Ｆ (薬       2)治 平22. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3381308,216.1 高座渋谷メディカルプ〒242-0024 046-244-6230徳永薬局株式会社　代 瀨　伸一 平22. 5. 1 薬局
     大和薬216 ラザ薬局 大和市福田２１６８－４ 常　勤:    1表取締役　徳永　愛子 新規 現存
     (薬       1) 平22. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3382308,218.7 ヤマグチ薬局　大和店〒242-0018 046-200-3031株式会社　ヤマグチ薬竹内　徹 平22. 5. 1 薬局
     大和薬218 大和市深見西３－１－１７－１ 常　勤:    2局　代表取締役　山口 新規 現存
     (薬       2)　重雄 平22. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3383308,219.5 しろくま薬局 〒242-0017 046-265-1011株式会社　ケイアイエ小原　眞理子 平22. 5. 1 薬局
     大和薬219 大和市大和東１－３－１５大和ミ常　勤:    1ム　代表取締役　伊石 新規 現存
     ラービルＢ１Ｆ (薬       1)　清人 平22. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3384308,220.3 みどり薬局　大和 〒242-0018 046-200-0821クラフト株式会社　代佐山　加奈子 平22. 4. 1 薬局
     大和薬220 大和市深見西３－１－２３ 常　勤:    3表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     (薬       3) 平22. 4. 1
     非常勤:   20
     (薬      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3385308,221.1 六条薬局 〒242-0006 046-272-2378有限会社　日星商事　鄭　茂昌 平22. 8. 1 薬局
     大和薬221 大和市南林間５－１０－６ 常　勤:    2代表取締役　星　裕之 新規 現存
     (薬       2) 平22. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3386308,222.9 シーエス薬局　大和店〒242-0017 046-200-2531株式会社ジェムス　代松倉　宏之 平22.10. 1 薬局
     大和薬222 大和市大和東１－９－２４　山川常　勤:    3表取締役　篠原　正治 新規 現存
     ビル１Ｆ　Ｂ号室 (薬       3) 平22.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3387308,223.7 つるまライラック薬局〒242-0004 046-261-9393株式会社　オダギリ　小田切　智子 平22.12. 1 薬局
     大和薬223 大和市鶴間１－３－７ 常　勤:    3代表取締役　小田切　 新規 現存
     (薬       3)誠 平22.12. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3388308,225.2 イオン薬局つきみ野店〒242-0002 046-278-6089イオンリテール株式会志保谷　俊孝 平23. 3. 1 薬局
     大和薬225 大和市つきみ野１－６－１　イオ常　勤:    4社　代表取締役　梅本 交代 現存
     ンつきみ野店１Ｆ (薬       4)　和典 平23. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3389308,226.0 イオン薬局　大和店 〒242-0015 046-269-6310イオンリテール株式会小林　淳子 平23. 5.24 薬局
     大和薬226 大和市下和田１２１６－１ 常　勤:    4社　代表取締役　梅本 新規 現存
     (薬       4)　和典 平23. 5.24
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3390308,227.8 かもめ薬局　高座渋谷〒242-0024 046-240-6500株式会社かもめ薬局　篠原　麻也 平23.10. 1 薬局
     大和薬227 店 大和市福田２０２８－２５　ガラ常　勤:    2代表取締役　篠原　正 新規 現存
     ス張りのビル１Ｆ (薬       2)治 平23.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3391308,228.6 ウエルシア薬局　大和〒242-0001 046-278-2377ウエルシア薬局株式会安彦　英享 平23.11. 1 薬局
     大和薬228 中央林間店 大和市下鶴間１５９９－２ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平23.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3392308,230.2 桜ヶ丘薬局 〒242-0024 046-210-3312株式会社ファーマみら矢澤　愛 平24. 5. 1 薬局
     大和薬230 大和市福田６－８－７ 常　勤:    1い　代表取締役　佃　 交代 現存
     (薬       1)敏之 平24. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3393308,232.8 わかば薬局　中央林間〒242-0007 046-200-9137株式会社　わかば　代濵田　洋一 平24. 6. 1 薬局
     大和薬232 店 大和市中央林間３－１１－１サン常　勤:    4表取締役　杉本　年光 新規 現存
     ケイビルⅢ　３Ｆ (薬       4) 平24. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3394308,233.6 日本調剤　南林間駅前〒242-0003 046-271-6471日本調剤株式会社　代村越　祐希 平24. 6. 1 薬局
     大和薬233 薬局 大和市林間２－１－２４－１Ｆ 常　勤:    2表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       2) 平24. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3395308,234.4 大和中央薬局 〒242-0021 046-200-9706株式会社　神奈川ファ亀井　喜史 平24. 7. 1 薬局
     大和薬234 大和市中央７－１４－５－２ 常　勤:    1ーマ　代表取締役　佐 新規 現存
     (薬       1)川　賢一 平24. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3396308,235.1 つきみ野薬局 〒242-0002 046-275-1275株式会社アインファー近藤　正尚 平24. 8. 1 薬局
     大和薬235 大和市つきみ野４－５－１ 常　勤:    1マシーズ　代表取締役 交代 現存
     (薬       1)　大谷　喜一 平24. 8. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3397308,236.9 グリーン薬局 〒242-0006 046-273-0391エバーグリーン株式会山根　達也 平24. 9. 1 薬局
     大和薬236 大和市南林間９－１－１７ 常　勤:    3社　代表取締役　初鹿 新規 現存
     (薬       3)野　育夫 平24. 9. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3398308,237.7 健ナビ薬樹薬局　南林〒242-0003 046-276-0435薬樹健ナビ株式会社　加藤　知穂 平24. 9. 1 薬局
     大和薬237 間 大和市林間２－１－２５ルックハ常　勤:    4代表取締役　金指　伴 交代 現存
     イツ南林間１Ｆ (薬       4)哉 平24. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3399308,238.5 日本調剤中央林間薬局〒242-0007 046-271-6620日本調剤株式会社　代野嶋　大資 平24.10. 1 薬局
     大和薬238 大和市中央林間３－２－１０中央常　勤:    2表取締役　三津原　博 新規 現存
     林間アネックスＢ１Ｆ (薬       2) 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3400308,239.3 こすもす南薬局 〒242-0016 046-261-8881アサヒ薬品株式会社　長岡　順子 平24.10. 1 薬局
     大和薬239 大和市大和南２－８－９ 常　勤:    2代表取締役　横山　敦 交代 現存
     (薬       2) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3401308,240.1 かるがも薬局 〒242-0005 046-278-2000株式会社ケイアイエム余吾　香織 平25. 1.15 薬局
     大和薬240 大和市西鶴間１－１８－１ 常　勤:    2　代表取締役　伊石　 新規 現存
     (薬       2)清人 平25. 1.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3402308,242.7 ウエルシア薬局大和南〒242-0016 046-200-3105ウエルシア薬局株式会小林　紀章 平25. 2. 1 薬局
     大和薬242 店 大和市大和南１－１２－１６ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平25. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3403308,243.5 アイン薬局中央林間店〒242-0007 046-271-7773株式会社アインファー板垣　まゆ美 平25. 3. 1 薬局
     大和薬243 大和市中央林間４－１５－３ジャ常　勤:    1マシーズ　代表取締役 新規 現存
     ストイン中央林間１Ｆ (薬       1)　大谷　喜一 平25. 3. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3404308,244.3 ローソンクオール薬局〒242-0026 046-200-6589クオール株式会社　代森　祐樹 平25. 4. 8 薬局
     大和薬244 大和草柳二丁目店 大和市草柳２－２１－１ 常　勤:    1表取締役　中村　勝 新規 現存
     (薬       1) 平25. 4. 8
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3405308,245.0 桜ヶ丘東口駅前薬局 〒242-0024 046-259-8442渡邉　幸一 渡邉　幸一 平25. 4. 1 薬局
     大和薬245 大和市福田５５２３－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3406308,246.8 セイジョー薬局中央林〒242-0007 046-278-2421株式会社ココカラファ三 　裕美 平25. 4. 1 薬局
     大和薬246 間店 大和市中央林間４－１４－２５中常　勤:    2インヘルスケア　代表 交代 現存
     央林間大塚ビル (薬       2)取締役　石橋　一郎 平25. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3407308,247.6 桜森薬局 〒242-0028 046-240-1772株式会社　新成堂　代鈴木　賢 平25. 8. 1 薬局
     大和薬247 大和市桜森３－７－１８　２Ｆ 常　勤:    1表取締役　新関　一成 交代 現存
     (薬       1) 平25. 8. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3408400,005.5 望星薬局 〒259-1143 0463-94-4193株式会社　望星薬局　堀口　雅巳 平10. 1. 1 薬局
     伊薬5 伊勢原市下糟屋９６－２ 常　勤:   19代表取締役　吉本　旬 移動 現存
     (薬      19)志 平22. 1. 1
     非常勤:   29
     (薬      29)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3409400,011.3 望星本町薬局 〒259-1131 0463-92-1193株式会社望星薬局　代内田　亜弥子 昭58. 1.15 薬局
     伊薬11 伊勢原市伊勢原３－２－４ 常　勤:    1表取締役　吉本　旬志 現存
     (薬       1) 平22. 1.15
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 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

［平成26年11月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成26年11月 4日作成   461 頁

 3410400,017.0 たかはし薬局 〒259-1145 0463-96-0104有限会社たかはし薬局高橋　ゆかり 平 7. 5.15 薬局
     伊薬17 伊勢原市板戸８９１－１ 常　勤:    2　代表取締役　高橋　 移動 現存
     (薬       2)ゆかり 平22. 5.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3411400,018.8 中央堂伊勢原薬局 〒259-1132 0463-95-2188株式会社中央堂薬品　原　誠治 昭61.12. 1 薬局
     伊薬18 伊勢原市桜台１－２－１ 常　勤:    1代表取締役　原　誠治 現存
     (薬       1) 平22.12. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3412400,020.4 株式会社あさひ薬局 〒259-1138 0463-91-0909株式会社あさひ薬局　田沼　勉 平元.10.15 薬局
     伊薬20 伊勢原市神戸５３７ 常　勤:    1代表取締役　小山　英 現存
     (薬       1)敏 平22.10.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3413400,028.7 神仙堂調剤薬局 〒259-1131 0463-94-2771橋口　章 橋口　澄子 平 3.11. 1 薬局
     伊薬28 伊勢原市伊勢原２－２－６ 常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3414400,029.5 さくら台薬局 〒259-1132 0463-95-8281栗飯原　やよひ 北村　俊夫 平 4.11. 1 薬局
     伊薬29 伊勢原市桜台１－９－１２スカイ常　勤:    1 現存
     ビル金田 (薬       1) 平22.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3415400,031.1 中央堂八幡台薬局 〒259-1134 0463-91-6093株式会社　中央堂薬品山﨑　正智 平 5.10.15 薬局
     伊薬31 伊勢原市八幡台１－１４－１６ 常　勤:    1　代表取締役　原　誠 新規 現存
     (薬       1)治 平23.10.15
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3416400,034.5 有限会社　富士調剤薬〒259-1131 0463-91-6750有限会社富士調剤薬局小野　栄子 平 7. 6.15 薬局
     伊薬34 局 伊勢原市伊勢原２－６－１９ 常　勤:    2　代表取締役　大島　 新規 現存
     (薬       2)正 平22. 6.15
     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

［平成26年11月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成26年11月 4日作成   462 頁

 3417404,000.2 なかよし薬局　みらい〒259-1114 0463-96-5333株式会社イノベイショ加藤　博昭 平26. 8. 1 薬局
     伊薬4000 が丘店 伊勢原市高森２－３－２ 常　勤:    1ンオブメディカルサー 新規 現存
     (薬       1)ビス　代表取締役　遠 平26. 8. 1
     非常勤:    1藤　成一
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3418404,001.0 アイン薬局　伊勢原店〒259-1142 0463-72-8010株式会社アインファー松岡　博美 平26. 8. 1 薬局
     伊薬4001 伊勢原市田中２７１－１ 常　勤:    1マシーズ　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　大谷　喜一 平26. 8. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3419408,035.4 中央堂桜台薬局 〒259-1132 0463-93-9345株式会社中央堂薬品　北村　淳一 平17.12. 1 薬局
     伊薬35 伊勢原市桜台３－１－１４ 常　勤:    1代表取締役　原　誠治 移動 現存
     (薬       1) 平23.12. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3420408,036.2 伊勢原市休日夜間薬局〒259-1131 0463-95-7551一般社団法人　伊勢原上山　和路 平 9. 1.15 薬局
     伊薬36 伊勢原市伊勢原２－７－３１伊勢常　勤:    1市薬剤師会　会長　橋 新規 現存
     原シティプラザ２階 (薬       1)口　章 平24. 1.15
     非常勤:   51
     (薬      51)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3421408,037.0 ムウ薬局伊勢原店 〒259-1131 0463-94-8393有限会社　ムウ　代表野崎　菜穂子 平 9. 4.15 薬局
     伊薬37 伊勢原市伊勢原３－１９－２３ 常　勤:    2取締役　守屋　誠一郎 新規 現存
     (薬       2) 平24. 4.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3422408,039.6 スカイ薬局 〒259-1144 0463-90-3233有限会社　オオサワ　大澤　圭一 平12.11.20 薬局
     伊薬39 伊勢原市池端１８４－１ 常　勤:    1代表取締役　大澤　圭 移動 現存
     (薬       1)一 平24.11.20
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3423408,040.4 柴胡会いせはら薬局 〒259-1131 0463-91-7822有限会社　柴胡会　代石田　節雄 平10.10.15 薬局
     伊薬40 伊勢原市伊勢原１－５－５ラ・フ常　勤:    1表取締役　河野　和宏 新規 現存
     ローレ梶山１Ｆ (薬       1) 平22.10.15
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3424408,043.8 石田薬局 〒259-1116 0463-97-2511有限会社　トーク　代久田　真二 平13. 3. 1 薬局
     伊薬43 伊勢原市石田６６７－１ 常　勤:    2表取締役　小川　護 移動 現存
     (薬       2) 平25. 3. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3425408,046.1 やまどり薬局 〒259-1132 0463-96-1350株式会社　オール・プ足立　大介 平11.10. 1 薬局
     伊薬46 伊勢原市桜台１－１９－１ 常　勤:    4ラン社　代表取締役　 新規 現存
     (薬       4)大下　新治 平23.10. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3426408,048.7 そうごう薬局　伊勢原〒259-1142 0463-97-4001総合メディカル株式会松山　佳造 平26. 8. 1 薬局
     伊薬48 店 伊勢原市田中２９２－１ 常　勤:    5社　代表取締役　田代 移動 現存
     (薬       5)　五男 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3427408,049.5 中央堂みどり薬局 〒259-1132 0463-90-5666株式会社　中央堂薬品広瀬　聡一 平12.10. 1 薬局
     伊薬49 伊勢原市桜台２－１－２９ 常　勤:    1　代表取締役　原　誠 新規 現存
     (薬       1)治 平24.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3428408,051.1 なかよし薬局　高森店〒259-1116 0463-90-2311株式会社イノベイショ相田　夏希 平13. 2. 1 薬局
     伊薬51 伊勢原市石田２２２－４ 常　勤:    1ンオブメディカルサー 新規 現存
     (薬       1)ビス　代表取締役　遠 平25. 2. 1
     非常勤:    8藤　成一
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3429408,053.7 薬師桃林堂薬局 〒259-1131 0463-90-2701菊地　義明 菊地　義明 平13. 4. 1 薬局
     伊薬53 伊勢原市伊勢原１－１８－３ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3430408,054.5 有限会社　快気堂薬局〒259-1131 0463-95-0234有限会社　快気堂薬局山口　夏子 平13. 4.15 薬局
     伊薬54 伊勢原市伊勢原１－１６－４ 常　勤:    2　代表取締役　山口　 新規 現存
     (薬       2)寿則 平25. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3431408,055.2 片町薬局 〒259-1141 0463-95-2163有限会社　片町薬局　千葉　明子 平13. 6. 1 薬局
     伊薬55 伊勢原市上粕屋４０３－１６ 常　勤:    1代表取締役　志村　典 新規 現存
     (薬       1)子 平25. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3432408,057.8 髙野薬局 〒259-1126 0463-92-1032飯田　明美 飯田　明美 平17. 4. 1 薬局
     伊薬57 伊勢原市沼目５－１８－２３ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平23. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3433408,059.4 快気堂薬局　上粕屋店〒259-1141 0463-97-6003有限会社　快気堂薬局梶浦　真由美 平18. 8. 1 薬局
     伊薬59 伊勢原市上粕屋５１９－４ 常　勤:    2　代表取締役　山口　 新規 現存
     (薬       2)寿則 平24. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3434408,062.8 アクタ薬局　高森店 〒259-1114 0463-92-6115株式会社　アクタ　代三枝　晃 平19.11.15 薬局
     伊薬62 伊勢原市高森１２９６－３ 常　勤:    2表取締役　長谷川　一 新規 現存
     (薬       2)夫 平25.11.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3435408,063.6 原之宿調剤薬局 〒259-1132 0463-95-8595株式会社　筑後　代表大神　淳郎 平20. 1.15 薬局
     伊薬63 伊勢原市桜台３－１４－２７　ビ常　勤:    4取締役　大神　甫 新規 現存
     ュースフルマンション桜台１Ｆ (薬       4) 平26. 1.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3436408,064.4 中央堂西沼目薬局 〒259-1126 0463-90-1693株式会社　中央堂薬品下前　博史 平21. 4. 1 薬局
     伊薬64 伊勢原市沼目３－１１－１９ 常　勤:    1　代表取締役　原　誠 新規 現存
     (薬       1)治 平21. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3437408,065.1 すみれ薬局　石田店 〒259-1117 有限会社　長谷川一夫武内　瑠美 平21.10. 1 薬局
     伊薬65 伊勢原市東成瀬２９－７ 常　勤:    1薬局　代表取締役　長 新規 現存
     (薬       1)谷川　一夫 平21.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3438408,066.9 有限会社　ひまわり薬〒259-1131 0463-92-6178有限会社　ひまわり薬中野　光子 平22. 9. 1 薬局
     伊薬66 局 伊勢原市伊勢原２－５－３５ 常　勤:    1局　取締役　中野　信 新規 現存
     (薬       1)利 平22. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3439408,067.7 くすりの神農　桜台店〒259-1132 0463-92-9006株式会社　神農　代表山田　高照 平22.10. 1 薬局
     伊薬67 伊勢原市桜台１－２２－５　Ａ号常　勤:    1取締役　山田　高照 新規 現存
     (薬       1) 平22.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3440408,068.5 くすりの神農　東大竹〒259-1133 0463-92-1123有限会社案々子書房　吉田　晶子 平23. 9. 1 薬局
     伊薬68 店 伊勢原市東大竹１５４５－３ 常　勤:    3代表取締役　山田　美 交代 現存
     (薬       3)千代 平23. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3441408,069.3 神仙堂調剤薬局駅前店〒259-1131 0463-75-9123橋口　章 橋口　章 平24. 1. 1 薬局
     伊薬69 伊勢原市伊勢原２－１－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3442408,070.1 クリエイト薬局伊勢原〒259-1131 0463-90-1580株式会社クリエイトエ堀井　達也 平24. 2. 1 薬局
     伊薬70 一丁目店 伊勢原市伊勢原１－３４－１７ 常　勤:    1ス・ディー　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　廣瀨　泰三 平24. 2. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3443408,071.9 リブラ薬局　伊勢原店〒259-1131 0463-90-1556株式会社　Ｌｉｂｒａ桑原　聖 平24. 7. 1 薬局
     伊薬71 伊勢原市伊勢原２－３－１ 常　勤:    2　代表取締役　的場　 新規 現存
     (薬       2)洋一郎 平24. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3444408,072.7 みこと薬局 〒259-1133 0463-79-9410株式会社メディカルプ上原　未央 平25. 5. 1 薬局
     伊薬72 伊勢原市東大竹９９７－６ 常　勤:    1ライムソリューション 新規 現存
     (薬       1)　代表取締役　西野　 平25. 5. 1
     非常勤:    2桂子
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3445420,001.0 野崎調剤薬局 〒243-0413 0462-33-2323有限会社野崎薬局　代野崎　芳雄 昭52.10.15 薬局
     海薬1 海老名市国分寺台５－１３－４ 常　勤:    5表取締役　野崎　芳雄 現存
     (薬       5) 平22.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3446420,007.7 篠崎薬局 〒243-0431 0462-33-3195篠崎　寿秀 篠崎　恵子 昭53.12.15 薬局
     海薬7 海老名市上今泉５－２０－１７ 現存
     平23.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3447420,011.9 ひまわり薬局 〒243-0402 046-232-7146株式会社柏台ヘルスサ若林　豊子 昭55. 1. 1 薬局
     海薬11 海老名市柏ヶ谷７１９－１０ 常　勤:    1ービス　代表取締役　 現存
     (薬       1)葉梨　美子 平22. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3448420,026.7 ヤマナ薬局 〒243-0401 0462-34-5777山名　佳見 山名　佳見 平元.11. 1 薬局
     海薬26 海老名市東柏ヶ谷２－１２－４１常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3449420,028.3 日本調剤　さがみ野調〒243-0401 0462-34-7431日本調剤株式会社　代早川　修司 平 2. 4.15 薬局
     海薬28 剤薬局 海老名市東柏ヶ谷３－１３－６ 常　勤:    5表取締役　三津原　博 現存
     (薬       5) 平23. 4.15
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3450420,029.1 三愛薬局杉久保店 〒243-0414 046-238-7878大熊　郁子 大熊　薫 平 2. 5. 1 薬局
     海薬29 海老名市杉久保北４－３－１０ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3451420,031.7 ドラッグ　くすり箱 〒243-0425 046-238-5976青木　茂昌 青木　茂昌 平22.11. 7 薬局
     海薬31 海老名市中野１－１９－３５ 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平22.11. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3452420,037.4 すずらん薬局さがみ野〒243-0401 046-231-7824株式会社ティーアンド古川　由佳 平 7. 2. 1 薬局
     海薬37 店 海老名市東柏ヶ谷２－８－２８ 常　勤:    2エス　代表取締役　堀 新規 現存
     (薬       2)江　富夫 平22. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3453420,038.2 なの花薬局　さがみ野〒243-0401 046-236-1835株式会社　サンメディ坂本　樹里 平 7. 4. 1 薬局
     海薬38 店 海老名市東柏ヶ谷３－３－１９ 常　勤:    3ック　代表取締役　遠 新規 現存
     (薬       3)山　功 平22. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3454424,000.8 おれんじ薬局 〒243-0432 046-236-5202株式会社サンメディッ三井　洋之 平26. 3. 1 薬局
     海薬4000 海老名市中央３－４－３ 常　勤:    4ク　代表取締役　遠山 交代 現存
     (薬       4)　功 平26. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3455424,001.6 えびな薬局 〒243-0406 046-231-0200株式会社サンメディッ齋藤　晴美 平26. 3. 1 薬局
     海薬4001 海老名市国分北１－４－３５ 常　勤:    1ク　代表取締役　遠山 交代 現存
     (薬       1)　功 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3456424,002.4 すぎくぼ薬局 〒243-0410 046-238-6561株式会社サンメディッ上条　みゆき 平26. 3. 1 薬局
     海薬4002 海老名市杉久保北４－１３－１６常　勤:    2ク　代表取締役　遠山 交代 現存
     (薬       2)　功 平26. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3457424,003.2 中央薬局 〒243-0432 046-236-5386株式会社サンメディッ南里　大介 平26. 3. 1 薬局
     海薬4003 海老名市中央２－８－３３ 常　勤:    3ク　代表取締役　遠山 交代 現存
     (薬       3)　功 平26. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3458424,004.0 あおば薬局海老名本郷〒243-0417 046-204-7082株式会社アオバファー石田　達也 平26. 8. 1 薬局
     海薬4004 店 海老名市本郷２６６６－１ 常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)加瀬　貴久 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3459424,005.7 ウエルシア薬局海老名〒243-0401 046-292-1851ウエルシア薬局株式会重信　潤 平26. 9. 1 薬局
     海薬4005 東柏ケ谷店 海老名市東柏ケ谷１－２９－３１常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3460428,040.0 すずね調剤薬局 〒243-0419 0462-34-1023有限会社　サンエム　岡西　隆子 平 8. 4. 1 薬局
     海薬40 海老名市大谷北４－２－１３ 常　勤:    2代表取締役　松澤　玄 新規 現存
     (薬       2) 平23. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3461428,041.8 ユニオン薬局 〒243-0401 046-235-1887株式会社　ケン　代表遠藤　寛 平12. 9. 1 薬局
     海薬41 海老名市東柏ヶ谷６－２０－２７常　勤:    4取締役　渡辺　雅弘 移動 現存
     (薬       4) 平24. 9. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3462428,044.2 あさひ薬局コープ柏ヶ〒243-0401 046-292-3200株式会社　ケン　代表小玉　柴織 平12. 4.15 薬局
     海薬44 谷店 海老名市東柏ケ谷６－２０－１８常　勤:    3取締役　渡邊　雅弘 新規 現存
     (薬       3) 平24. 4.15
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3463428,045.9 ハックドラッグさがみ〒243-0401 046-231-4118株式会社　ＣＦＳコー丸田　美穂 平12.11.15 薬局
     海薬45 野薬局 海老名市東柏ケ谷３－３－１５ 常　勤:    4ポレーション　代表取 新規 現存
     (薬       4)締役　宮下　雄二 平24.11.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3464428,046.7 ダイエー海老名店薬局〒243-0432 046-236-5151株式会社　ダイエー　谷田　有里 平13.11.15 薬局
     海薬46 海老名市中央３－２－５ 常　勤:    8代表取締役　村井　正 新規 現存
     (薬       8)平 平25.11.15
     非常勤:   18
     (薬      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3465428,049.1 あい薬局海老名駅前店〒243-0432 046-235-1193有限会社　あい　代表小島　修 平22. 3.28 薬局
     海薬49 海老名市中央１－８－３－１０１常　勤:    1取締役　金　俸基 移動 現存
     (薬       1) 平22. 3.28
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3466428,050.9 ポプラ薬局 〒243-0402 046-233-0911株式会社　ケイアイエ山﨑　真紀 平15.11.15 薬局
     海薬50 海老名市柏ケ谷１０５２かしわ台常　勤:    1ム　代表取締役　伊石 新規 現存
     クリスタルプラザ１Ｆ (薬       1)　清人 平21.11.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3467428,052.5 ヤマグチ薬局海老名中〒243-0432 046-236-5211株式会社ヤマグチ薬局石田　久雄 平16. 6. 1 薬局
     海薬52 央店 海老名市中央２－４－４５池田ビ常　勤:    5　代表取締役　山口　 新規 現存
     ル１Ｆ (薬       5)重雄 平22. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3468428,053.3 あい薬局海老名店 〒243-0432 046-235-5001有限会社Ｃ＆Ｙ　代表宮崎　睦子 平16.10.15 薬局
     海薬53 海老名市中央３－３－１ 常　勤:    5取締役　朴　映愛 新規 現存
     (薬       5) 平22.10.15
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3469428,056.6 東柏ヶ谷薬局 〒243-0401 046-235-3114有限会社チアプランニ比田　真佐子 平17. 4. 1 薬局
     海薬56 海老名市東柏ケ谷３－１７－２９常　勤:    2ング　取締役　斎藤　 新規 現存
     ペアさがみ野１０１号 (薬       2)澄恵 平23. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3470428,058.2 あおば薬局 〒243-0401 046-236-5770有限会社　　メディカ橋本　正宏 平17.11.15 薬局
     海薬58 海老名市東柏ケ谷３－２－２０ 常　勤:    2ルサプライ　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　篠原　孝之 平23.11.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3471428,059.0 田辺薬局 〒243-0422 046-231-0264有限会社　田辺薬局　田辺　滋允 平18. 3. 7 薬局
     海薬59 海老名市中新田２－９－１ 常　勤:    1代表取締役　田辺　滋 組織変更 現存
     (薬       1)允 平24. 3. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3472428,061.6 みらい薬局　かしわ台〒243-0402 046-236-6366株式会社　テンメディ大島　久明 平19. 7. 1 薬局
     海薬61 店 海老名市柏ケ谷５８５－３ 常　勤:    2カル　代表取締役　猪 新規 現存
     (薬       2)俣　一也 平25. 7. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3473428,063.2 クリエイトエス・ディ〒243-0406 046-236-6062株式会社　クリエイト岡田　恵実 平21. 3. 1 薬局
     海薬63 ー　海老名国分北店薬海老名市国分北２－７－１２ 常　勤:    1エス・ディー　代表取 新規 現存
     局 (薬       1)締役　廣瀨　泰三 平21. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3474428,066.5 さくら薬局　海老名国〒243-0405 046-236-5780クラフト株式会社　代小山　智子 平22. 4. 1 薬局
     海薬66 分南店 海老名市国分南３－８－１１ 常　勤:    3表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     (薬       3) 平22. 4. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3475428,067.3 ガーデン薬局 〒243-0406 046-240-7171株式会社　メディカル小林　庄司 平22. 6. 1 薬局
     海薬67 海老名市国分北２－１５－１４ 常　勤:    6ガーデン　代表取締役 新規 現存
     (薬       6)　小林　弘忠 平22. 6. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3476428,068.1 サガミ薬局 〒243-0406 046-232-1234株式会社メディカルガ小林　弘忠 平23. 2. 1 薬局
     海薬68 海老名市国分北１－４１－１０ 常　勤:    3ーデン　代表取締役　 交代 現存
     (薬       3)小林　弘忠 平23. 2. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3477428,069.9 イオン薬局海老名店 〒243-0432 046-232-8818イオンリテール株式会土田　雅貴 平23. 3. 1 薬局
     海薬69 海老名市中央２－４－１　イオン常　勤:    4社　代表取締役　梅本 交代 現存
     海老名店１Ｆ (薬       4)　和典 平23. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3478428,070.7 エル薬局海老名店 〒243-0433 046-259-5189株式会社イーエルイー大谷　篤 平23. 4.15 薬局
     海薬70 海老名市河原口２－３０－２７ 常　勤:    4　代表取締役　常盤　 新規 現存
     (薬       4)保夫 平23. 4.15
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3479428,071.5 スギ薬局　ビナウォー〒243-0432 046-236-1071株式会社　スギ薬局　 　一仁 平23. 5. 1 薬局
     海薬71 ク海老名店 海老名市中央１－１－１　ビナウ常　勤:    1代表取締役　榊原　栄 新規 現存
     ォーク１番館２Ｆ (薬       1)一 平23. 5. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3480428,072.3 ハックドラッグ海老名〒243-0431 046-236-6691株式会社　ＣＦＳコー木村　尚史 平24. 8. 1 薬局
     海薬72 上今泉薬局 海老名市上今泉３－１－１ 常　勤:    7ポレーション　代表取 新規 現存
     (薬       7)締役　宮下　雄二 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3481428,073.1 アイン薬局　海老名店〒243-0432 046-292-7031株式会社アインファー坂之上　和稔 平24. 8. 1 薬局
     海薬73 海老名市中央１－１３－１ビナウ常　勤:    5マシーズ　代表取締役 交代 現存
     ォーク４番館１Ｆ (薬       5)　大谷　喜一 平24. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3482428,074.9 ガーデン薬局中央店 〒243-0405 046-292-1212株式会社メディカルガ飯田　富美 平25. 4. 1 薬局
     海薬74 海老名市国分南３－７－１６ 常　勤:    5ーデン　代表取締役　 新規 現存
     (薬       5)小林　弘忠 平25. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3483428,075.6 ゆり薬局 〒243-0432 046-292-3320有限会社メディカルワ山田　まり 平25.10. 1 薬局
     海薬75 海老名市中央３－３－１８中村第常　勤:    1ークス　代表取締役　 新規 現存
     一ビル１Ｃ (薬       1)藤原　百合子 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3484428,076.4 トモエ薬局海老名店 〒243-0432 046-259-8700トモエ薬品株式会社　芹澤　徳子 平25.10. 1 薬局
     海薬76 海老名市中央２－４－４０ 常　勤:    1代表取締役　芹澤　秀 新規 現存
     (薬       1)德 平25.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3485428,077.2 スギ薬局海老名東柏ヶ〒243-0401 046-204-5251株式会社スギ薬局　代山口　諒 平25.10. 1 薬局
     海薬77 谷店 海老名市東柏ケ谷４－１２－４ 常　勤:    2表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       2) 平25.10. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3486410,005.3 ノジマ薬局 〒252-0021 野島　昭幸 野島　昭幸 昭43.11.15 薬局
     座薬5 座間市緑ケ丘４－７－２ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平22.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3487410,022.8 有限会社緑ケ丘薬局 〒252-0021 046-254-5556有限会社緑ケ丘薬局　中塚　雅子 昭57.12. 1 薬局
     座薬22 座間市緑ケ丘５丁目６－３３ 常　勤:    1取締役　鍵和田　傅 現存
     (薬       1) 平21.12. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3488410,025.1 トモエ薬局 〒252-0011 046-256-5855トモエ薬品株式会社　山本　伸子 昭59. 7. 1 薬局
     座薬25 座間市相武台１－３５－７ 常　勤:    4代表取締役　芹澤　秀 現存
     (薬       4)徳 平23. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3489410,028.5 有限会社杉山薬局 〒252-0001 042-746-1951有限会社杉山薬局　代杉山　英二 昭60.12. 1 薬局
     座薬28 座間市相模ヶ丘５－１０－３７ 常　勤:    3表取締役　杉山　英二 現存
     (薬       3) 平21.12. 1
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 3490410,039.2 ひまわり薬局 〒252-0001 0427-65-6115澤田　久美子 澤田　久美子 平 7. 7. 1 薬局
     座薬39 座間市相模が丘３－３５－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3491410,040.0 有限会社　みどり薬局〒252-0001 046-258-0311有限会社　みどり薬局藤井　麻子 平20. 8.25 薬局
     座薬40 　座間店 座間市相模が丘３－５１－３ 常　勤:    1　代表取締役　山本　 移動 現存
     (薬       1)哲朗 平26. 8.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3492414,000.0 ななほし薬局座間店 〒252-0023 046-204-6663株式会社ウッドビレッ遠藤　好彦 平25.11. 1 薬局
     座薬4000 座間市立野台３－１４－５ 常　勤:    1ジ　代表取締役　木村 新規 現存
     (薬       1)　美幸 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3493414,001.8 ヤマグチ薬局相模が丘〒252-0001 046-244-3034株式会社ヤマグチ薬局大出　佳世 平26. 2. 1 薬局
     座薬4001 店 座間市相模が丘４－２１－４ 常　勤:    1　代表取締役　山口　 新規 現存
     (薬       1)重雄 平26. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3494414,002.6 はなまる薬局 〒252-0011 046-206-4004株式会社はなまる　代室賀　慎二 平26. 7. 1 薬局
     座薬4002 座間市相武台１－３５－１３ 常　勤:    1表取締役　平泉　テル 新規 現存
     (薬       1)ヨ 平26. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3495414,003.4 クリエイト薬局座間ひ〒252-0003 046-266-5025株式会社クリエイトエ服部　理恵 平26.11. 1 薬局
     座薬4003 ばりが丘店 座間市ひばりが丘５－１４－２７常　勤:    1ス・ディー　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　廣瀨　泰三 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3496418,041.0 調剤薬局あさがお 〒252-0023 0462-52-9993有限会社カミノウチメ田嶋　しほ子 平 8. 4.15 薬局
     座薬41 座間市立野台２－２０－２５ 常　勤:    2ディカルサポート　代 新規 現存
     (薬       2)表取締役　上ノ内　正 平23. 4.15
     非常勤:    1美
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3497418,042.8 光榮堂薬局 〒252-0027 0462-51-0047稲垣　敬子 稲垣　知子 平 8. 8.15 薬局
     座薬42 座間市座間１－３２３２ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平23. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3498418,043.6 相武台ひかり薬局 〒252-0011 046-256-8305有限会社　薬健　代表佐藤　賢一 平24. 3.18 薬局
     座薬43 座間市相武台１－２６－２６ 常　勤:    2取締役　池田　光陽 移動 現存
     (薬       2) 平24. 3.18
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3499418,044.4 調剤薬局あさがお入谷〒252-0024 0462-52-9989有限会社　カミノウチ佐藤　とも子 平 9. 5.15 薬局
     座薬44 店 座間市入谷４－３０００－５ 常　勤:    2　メディカル　サポー 新規 現存
     (薬       2)ト　代表取締役　上ノ 平24. 5.15
     非常勤:    1内　正美
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3500418,046.9 ひまわり調剤薬局 〒252-0027 046-257-4924有限会社　石崎メディ橋詰　富二子 平 9.11.15 薬局
     座薬46 座間市座間２－２３６－５ 常　勤:    2カル　代表取締役　石 新規 現存
     (薬       2)崎　勝 平24.11.15
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3501418,048.5 調剤薬局あさがお立野〒252-0023 046-251-9995有限会社　カミノウチ岩井　佳織 平10. 4. 1 薬局
     座薬48 台店 座間市立野台２－８－２９ 常　勤:    1　メディカル　サポー 新規 現存
     (薬       1)ト　代表取締役　上ノ 平22. 4. 1
     非常勤:    1内　正美
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3502418,050.1 相模が丘薬局 〒252-0001 042-741-2151有限会社　かがや　代加賀谷　正子 平10. 4.15 薬局
     座薬50 座間市相模が丘１－１８－２７ 常　勤:    2表取締役　加賀谷　正 新規 現存
     (薬       2)子 平22. 4.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3503418,051.9 なの花薬局　座間店 〒228-0024 046-259-4194株式会社サンメディッ山口　顕子 平10. 6. 1 薬局
     座薬51 座間市入谷５－１８８７－３グリ常　勤:    4ク　代表取締役　遠山 新規 現存
     ーンコート座間Ａ (薬       4)　功 平22. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3504418,053.5 小俣薬局 〒252-0027 046-251-0262河津　ひろみ 河津　ひろみ 平12. 5. 1 薬局
     座薬53 座間市座間１－３０２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3505418,054.3 平成薬局 〒252-0024 046-252-9988有限会社　来島　代表来嶋　民和 平12. 9. 1 薬局
     座薬54 座間市入谷５－１７００ 常　勤:    1取締役　来嶋　民和 組織変更 現存
     (薬       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3506418,055.0 いずみ薬局 〒252-0004 046-266-3303有限会社　ビッグウッ大森　憲珠 平12.10. 1 薬局
     座薬55 座間市東原１－６－２０ニュー栗常　勤:    1ズ　代表取締役　大森 新規 現存
     原ハイツ１Ｆ (薬       1)　憲珠 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3507418,056.8 アイセイ薬局相模が丘〒252-0001 042-701-9331株式会社アイセイ薬局木 　洋子 平12.10. 1 薬局
     座薬56 店 座間市相模が丘５－４２－１１ 常　勤:    2　代表取締役　岡村　 新規 現存
     (薬       2)幸彦 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3508418,057.6 タカノ薬局 〒252-0003 046-256-0584株式会社　フレディ　寺山　泰郎 平20.11.21 薬局
     座薬57 座間市ひばりが丘１－４０－２ 常　勤:    2代表取締役　岡　豊香 移動 現存
     (薬       2) 平26.11.21
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3509418,059.2 相武台いずみ薬局 〒252-0011 046-298-2301有限会社　カナガワイ井上　容子 平22. 4.14 薬局
     座薬59 座間市相武台３－４２－５５ 常　勤:    2ノン　代表取締役　島 移動 現存
     (薬       2)田　喜彦 平22. 4.14
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3510418,060.0 栗原薬局 〒252-0013 046-256-2663有限会社ビッグウッズ川添　千鳥 平15. 9. 1 薬局
     座薬60 座間市栗原９１２－２－３ 常　勤:    1　代表取締役　姜　憲 新規 現存
     (薬       1)洙（大森憲珠） 平21. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3511418,061.8 かもめ薬局　相模が丘〒252-0001 046-252-7007トライアドジャパン株八木　昌子 平15.10. 1 薬局
     座薬61 店 座間市相模が丘６－２７－１０ 常　勤:    2式会社　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)竹内　尚子 平21.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3512418,063.4 やまなみ薬局 〒252-0024 046-257-3317有限会社たかあき　代岩井　正行 平15.11. 1 薬局
     座薬63 座間市入谷４－２６１３－１１ 常　勤:    1表取締役　岩井　正行 交代 現存
     (薬       1) 平21.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3513418,064.2 フレンド薬局 〒252-0011 046-257-2567有限会社　ジュネス　近藤　孝 平16. 5.15 薬局
     座薬64 座間市相武台３－１９－３ 常　勤:    1代表取締役　近藤　孝 新規 現存
     (薬       1) 平22. 5.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3514418,065.9 つかさ薬局 〒252-0005 046-253-1200株式会社　つかさ　代太田　匡 平18. 9. 1 薬局
     座薬65 座間市さがみ野３－１－９ 常　勤:    4表取締役　小島　文隆 新規 現存
     (薬       4) 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3515418,068.3 あい薬局　座間駅前本〒252-0024 046-255-1001株式会社　Ｃ＆Ｂ　代吉川　奈穂 平19. 6.15 薬局
     座薬68 店 座間市入谷５－１６８４－３ 常　勤:    3表取締役　金　俸基 新規 現存
     (薬       3) 平25. 6.15
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3516418,073.3 ウエルシア薬局　座間〒252-0003 046-298-2430ウエルシア薬局株式会加藤　奈津子 平21. 4. 1 薬局
     座薬73 ひばりが丘店 座間市ひばりが丘４－９－３ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平21. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3517418,074.1 さくら薬局　座間さが〒252-0005 046-298-0277クラフト株式会社　代中村　桂 平22. 4. 1 薬局
     座薬74 み野店 座間市さがみ野１－１２－８ 常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     (薬       2) 平22. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3518418,075.8 さくら薬局　座間相模〒252-0001 046-256-0010クラフト株式会社　代滝田　早苗 平22. 4. 1 薬局
     座薬75 が丘店 座間市相模が丘６－２８－１ 常　勤:    5表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     (薬       5) 平22. 4. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3519418,077.4 漢方のスギヤマ薬局駅〒252-0001 042-705-5423有限会社杉山薬局　代杉山　博子 平23.10. 1 薬局
     座薬77 前店 座間市相模が丘５－３－１２　プ常　勤:    3表取締役　杉山　英二 新規 現存
     ランドール１０２ (薬       3) 平23.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3520418,078.2 日本調剤　相武台前薬〒252-0011 046-266-1225日本調剤株式会社　代加藤　喜子 平23.10. 1 薬局
     座薬78 局 座間市相武台１－３４－１９ 常　勤:    1表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       1) 平23.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3521418,079.0 コストコホールセール〒252-0004 042-298-2906コストコホールセール林田　和裕 平24. 1. 1 薬局
     座薬79 座間倉庫店薬局 座間市東原１－１３－３ 常　勤:    2ジャパン株式会社　代 新規 現存
     (薬       2)表取締役　ケン・テリ 平24. 1. 1
     非常勤:    5オ
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3522418,080.8 かもめ薬局　小田急相〒252-0001 042-705-6870トライアドジャパン株中川　明子 平24. 6. 1 薬局
     座薬80 模原店 座間市相模が丘５－３－１７日神常　勤:    1式会社　代表取締役　 新規 現存
     パレステージ小田急相模原フロン(薬       1)竹内　尚子 平24. 6. 1
     ト１０２ 非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3523418,081.6 中川薬局相模台店 〒252-0001 046-266-1181株式会社グラム　代表大橋　功治 平24.11. 1 薬局
     座薬81 座間市相模が丘６－２４－１４ 常　勤:    2取締役　中川　一光 交代 現存
     (薬       2) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3524418,082.4 オリーブ薬局 〒252-0011 046-240-9009株式会社ＥＦＰ　代表原　延正 平24.12. 1 薬局
     座薬82 座間市相武台３－２７－６１ 常　勤:    1取締役　原　延正 新規 現存
     (薬       1) 平24.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3525418,083.2 さくら薬局　座間相模〒252-0001 0462-66-2210クラフト株式会社　代荻野　浩一 平25. 4. 1 薬局
     座薬83 が丘２丁目店 座間市相模が丘２－４０－３ 常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     (薬       2) 平25. 4. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3526418,084.0 薬局マツモトキヨシ小〒252-0011 046-252-5161株式会社マツモトキヨ澁谷　昌久 平25. 7. 1 薬局
     座薬84 田急マルシェ相武台店座間市相武台１－３３－２ 常　勤:    4シ　代表取締役　松本 新規 現存
     (薬       4)　清雄 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3527430,001.8 大雄丸薬局 〒250-0117 0465-74-0636有限会社大雄丸　代表中村　利彦 昭46.12.15 薬局
     南足薬1 南足柄市塚原２５５０ 常　勤:    1取締役　中村　都世子 現存
     (薬       1) 平22.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3528430,002.6 足柄薬局 〒250-0117 0465-74-7307古屋　勝美 古屋　勝美 昭49.11. 1 薬局
     南足薬2 南足柄市塚原１５６０ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3529430,007.5 南足柄オクツ薬局 〒250-0124 0465-73-1777株式会社オクツ薬局　田口　昭 昭54. 4.16 薬局
     南足薬7 南足柄市生駒３８１ 常　勤:    3代表取締役　櫻木　達 現存
     (薬       3)夫 平24. 4.16
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3530430,014.1 サワ薬局関本店 〒250-0105 0465-73-0841（有）サワ薬局　代表来間　みち子 昭63.12.28 薬局
     南足薬14 南足柄市関本１０１７ 常　勤:    4取締役　澤　憲二 現存
     (薬       4) 平21.12.28
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3531430,016.6 有限会社　まました薬〒250-0103 0465-74-3393有限会社まました薬局渡辺　美恵子 平 3. 3. 4 薬局
     南足薬16 局 南足柄市壗下１８９ 常　勤:    1　代表取締役　渡辺　 現存
     (薬       1)美恵子 平24. 3. 4
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3532430,017.4 サワ薬局本店 〒250-0105 0465-73-2980（有）サワ薬局　代表澤　憲二 平 4. 4.15 薬局
     南足薬17 南足柄市関本５６５－５ 常　勤:    3取締役　澤　憲二 現存
     (薬       3) 平22. 4.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3533430,020.8 イヌイ薬局 〒250-0105 0465-74-8805株式会社　メディカル疋嶋　歌織 平 5. 7. 1 薬局
     南足薬20 南足柄市関本７６１－１ 常　勤:    2エイド　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)石井　健 平23. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3534438,021.8 あさひ薬局 〒250-0123 0465-70-4670株式会社アペックス　荻野　公美 平12.12.15 薬局
     南足薬21 南足柄市中沼５９２－２ 常　勤:    1代表取締役　阿部　孝 新規 現存
     (薬       1)紀 平24.12.15
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3535438,022.6 有限会社おおの薬局 〒250-0117 0465-72-4328有限会社　おおの薬局藤本　純 平14. 8. 1 薬局
     南足薬22 南足柄市塚原７０８－４ 常　勤:    2　代表取締役　大野　 新規 現存
     (薬       2)嘉丈 平26. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3536438,023.4 おおの薬局関本店 〒250-0105 0465-71-0052有限会社おおの薬局　篠原　高徳 平16. 4.15 薬局
     南足薬23 南足柄市関本９０１－１ 常　勤:    1代表取締役　大野　嘉 新規 現存
     (薬       1)丈 平22. 4.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3537438,024.2 塚原薬局 〒250-0117 0465-72-3666加藤　孝 五十畑　照美 平19. 1. 1 薬局
     南足薬24 南足柄市塚原１４１１ 常　勤:    3 新規 現存
     (薬       3) 平25. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3538438,027.5 あおば薬局 〒250-0115 0465-32-9940有限会社　木川薬局　木川　雅敏 平19. 8. 1 薬局
     南足薬27 南足柄市沼田１１８－４ 常　勤:    2代表取締役　木川　敬 新規 現存
     (薬       2)三 平25. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3539438,028.3 ひだまり薬局 〒250-0113 0465-27-2555サンブレスメディカル藤本　照代 平24. 8. 1 薬局
     南足薬28 南足柄市岩原３３０ 常　勤:    1株式会社　代表取締役 交代 現存
     (薬       1)　藤本　照代 平24. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3540438,029.1 オリーブ薬局 〒250-0105 0465-46-7451有限会社おおの薬局　大野　三智子 平24.12. 1 薬局
     南足薬29 南足柄市関本８３０－１ 常　勤:    2代表取締役　大野　嘉 新規 現存
     (薬       2)丈 平24.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3541438,030.9 ウエルシア薬局南足柄〒250-0105 0465-71-0773ウエルシア薬局株式会松木　徹 平25. 4. 1 薬局
     南足薬30 店 南足柄市関本７４９－１ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3542440,001.6 晴美薬局 〒252-1131 0467-78-3819有限会社晴美ドラッグ川島　房子 昭46. 2.15 薬局
     綾薬1 綾瀬市寺尾北３－１０－１ 常　勤:    1ストアー　代表取締役 現存
     (薬       1)　川島　房子 平22. 2.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3543440,008.1 （有）クラモト薬局 〒252-1122 0467-77-3376（有）クラモト薬局　倉本　由行 昭52. 3.16 薬局
     綾薬8 綾瀬市小園南１－１６－１４ 常　勤:    2代表取締役　倉本　由 現存
     (薬       2)行 平22. 3.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3544440,010.7 大和綾瀬薬剤師会綾瀬〒252-1103 0467-76-5388社団法人大和綾瀬薬剤上田　晋也 昭59.12.25 薬局
     綾薬10 休日調剤薬局 綾瀬市深谷中４－２－１ 常　勤:    1師会　会長　大塚　孝 現存
     (薬       1)明 平23.12.25
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3545440,013.1 薬局　観音台 〒252-1134 0467-76-2701薬樹株式会社　代表取美馬　斉 平10. 7. 1 薬局
     綾薬13 綾瀬市寺尾南３－１３－１５ 常　勤:    1締役　小森　雄太 その他 現存
     (薬       1) 平22. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3546440,014.9 ひらた薬局 〒252-1121 0467-77-3337平田　富子 平田　富子 昭61. 6. 1 薬局
     綾薬14 綾瀬市小園１４６７ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平22. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3547440,018.0 イソノ薬局 〒252-1114 0467-78-3379礒野　誠一 石井　康嗣 平 8. 7. 1 薬局
     綾薬18 綾瀬市上土棚南１－１１－９ 常　勤:    2 移動 現存
     (薬       2) 平23. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3548440,021.4 有限会社綾瀬保険調剤〒252-1106 0467-70-1193有限会社　綾瀬保険調見上　朋子 平 7. 1. 1 薬局
     綾薬21 薬局 綾瀬市深谷南３－１－５２ 常　勤:    2剤薬局　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)見上　朋子 平22. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3549440,023.0 ライフ調剤薬局 〒252-1106 0467-79-3347有限会社　ライフ薬局石井　美英子 平 7. 5. 1 薬局
     綾薬23 綾瀬市深谷南１－５－５ 常　勤:    2　代表取締役　石井　 新規 現存
     (薬       2)宗男 平22. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3550444,000.4 薬局ファムテク 〒252-1103 0467-71-6971クラフト株式会社　代植田　綾 平26. 1. 1 薬局
     綾薬4000 綾瀬市深谷３８１４－３ 常　勤:    4表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     (薬       4) 平26. 1. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3551448,025.7 あけぼの薬局 〒252-1113 0467-70-2700有限会社　あけぼの薬服部　優子 平 9.12. 1 薬局
     綾薬25 綾瀬市上土棚中１－１－１４ 常　勤:    3局　代表取締役　重谷 新規 現存
     (薬       3)　美子 平21.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3552448,030.7 クローバー薬局 〒252-1127 0467-71-5188有限会社トレーフル　山下　健一郎 平17. 1. 1 薬局
     綾薬30 綾瀬市早川城山１－３－１０ 常　勤:    5代表取締役　篠原　正 組織変更 現存
     (薬       5)治 平23. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3553448,033.1 すずかぜ薬局 〒252-1132 0467-79-4884有限会社　たかあき　岩井　佳織 平19. 5. 1 薬局
     綾薬33 綾瀬市寺尾中１－８－８ 常　勤:    2代表取締役　岩井　正 組織変更 現存
     (薬       2)行 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3554448,034.9 あやせ中央薬局 〒252-1103 0467-73-8089綾瀬中央薬局　株式会奥山　悟 平20.11. 1 薬局
     綾薬34 綾瀬市深谷３９５４－１ 常　勤:    1社　代表取締役　比留 新規 現存
     (薬       1)川　啓行 平26.11. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3555448,035.6 南山堂薬局　綾瀬店 〒252-1103 0467-73-8461株式会社　南山堂　代森野　徹宏 平20.12. 1 薬局
     綾薬35 綾瀬市深谷３８０４－３ 常　勤:    4表取締役　小池　孝芳 新規 現存
     (薬       4) 平20.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3556448,036.4 天仁堂薬局 〒252-1104 0467-81-4982有限会社天仁堂　代表神谷　寿英 平25. 4. 1 薬局
     綾薬36 綾瀬市大上３－１４－２ 常　勤:    2取締役　神谷　寿英 移動 現存
     (薬       2) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3557448,037.2 アイビス薬局綾瀬店 〒252-1135 0467-33-5601株式会社アイビス　代臼井　徹 平25. 8. 1 薬局
     綾薬37 綾瀬市寺尾釜田１－１－８ 常　勤:    1表取締役　臼井　徹 新規 現存
     (薬       1) 平25. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3558110,006.4 有限会社橘薬局 〒240-0112 046-875-0039有限会社　橘薬局　代橘　美代子 平20. 8. 1 薬局
     三浦薬6 三浦郡葉山町堀内９３６ 常　勤:    1表取締役　橘　美代子 移動 現存
     (薬       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3559118,015.7 有限会社橘薬局向原店〒240-0112 046-876-3920有限会社　橘薬局　代橘　真理子 平13.10.15 薬局
     三浦薬15 三浦郡葉山町堀内１８１８ 常　勤:    1表取締役　橘　美代子 新規 現存
     (薬       1) 平25.10.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3560118,019.9 葉山ひかり薬局一号店〒240-0111 046-877-1251株式会社　葉山ひかり中村　長三郎 平21.12. 1 薬局
     三浦薬19 三浦郡葉山町一色１７３６－２ 常　勤:    1薬局　代表取締役　内 交代 現存
     (薬       1)田　純一 平21.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3561118,020.7 葉山ひかり薬局二号店〒240-0111 046-887-0581株式会社　葉山ひかり杉浦　美貴 平22.12. 1 薬局
     三浦薬20 三浦郡葉山町一色１７１８ 常　勤:    1薬局　代表取締役　内 新規 現存
     (薬       1)田　純一 平22.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3562118,021.5 ひばり薬局　葉山店 〒240-0116 046-876-4200株式会社　葉山　代表趙　洪来（葉山洪） 平23. 2.28 薬局
     三浦薬21 三浦郡葉山町下山口１４２８－１常　勤:    1取締役　葉山　広 交代 現存
     (薬       1) 平23. 2.28
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3563120,023.7 佐久間薬局 〒253-0112 0467-74-1493佐久間　由夫 佐久間　由夫 昭55.12.15 薬局
     高座薬23 高座郡寒川町中瀬１９－２ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平22.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3564120,026.0 有限会社　ヨロズ薬局〒253-0111 0467-75-0059有限会社ヨロズ薬局　入澤　有加江 平 3. 1. 1 薬局
     高座薬26 高座郡寒川町一之宮９－１－１７常　勤:    1取締役　入澤　有加江 現存
     (薬       1) 平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3565124,000.1 大信薬局寒川店 〒253-0111 0467-73-0476株式会社大信薬局　代神保　逸子 平26. 8. 1 薬局
     高座薬4000 高座郡寒川町一之宮１－３－４ 常　勤:    3表取締役　吉村　企右 交代 現存
     (薬       3) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3566124,001.9 ハックドラッグ寒川駅〒253-0103 0467-74-0889株式会社ＣＦＳコーポ佐藤　功 平26. 8. 1 薬局
     高座薬4001 前薬局 高座郡寒川町小谷５７ 常　勤:    1レーション　代表取締 交代 現存
     (薬       1)役　宮下　雄二 平26. 8. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3567128,027.0 株式会社　アサヒファ〒253-0106 0467-73-1193株式会社　アサヒファ富田　真吾 平 8. 3. 1 薬局
     高座薬27 ーマシー　一之宮薬局高座郡寒川町宮山１７８－３ 常　勤:    9ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       9)　堀之内　仁 平23. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3568128,028.8 旭が丘薬局 〒253-0106 0467-73-5232株式会社　コバヤシ　小林　きぬ子 平 9. 2. 1 薬局
     高座薬28 高座郡寒川町宮山３０１８－６ 常　勤:    3代表取締役　小林　き 新規 現存
     (薬       3)ぬ子 平24. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3569128,032.0 すいせん薬局 〒253-0106 0467-75-5111株式会社　コバヤシ　植芝　 巳 平11. 6. 1 薬局
     高座薬32 高座郡寒川町宮山３２４２－２ 常　勤:    1代表取締役　小林　き 新規 現存
     (薬       1)ぬ子 平23. 6. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3570128,034.6 寒川ひかり薬局 〒253-0101 0467-72-6080有限会社薬健　代表取安藤　大輔 平13. 9. 1 薬局
     高座薬34 高座郡寒川町倉見１７４４－１ 常　勤:    2締役　池田　光陽 新規 現存
     (薬       2) 平25. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3571128,036.1 スマイル薬局　寒川店〒253-0105 0467-75-9960株式会社　スマイルド副島　敦子 平15.12.22 薬局
     高座薬36 高座郡寒川町岡田６－１０－２１常　勤:    3ラッグ　代表取締役　 交代 現存
     (薬       3)黒澤　和政 平21.12.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3572128,037.9 湘南薬局 〒253-0105 0467-74-3255日本メディカルシステ澤田　大輔 平19. 2. 1 薬局
     高座薬37 高座郡寒川町岡田５－５－８ 常　勤:    4ム　株式会社　代表取 新規 現存
     (薬       4)締役　髙木　友直 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3573128,038.7 ウエルシア薬局　寒川〒253-0113 0467-72-2012ウエルシア薬局株式会尾崎　泰子 平19. 6.15 薬局
     高座薬38 大曲店 高座郡寒川町大曲３－１－１２ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平25. 6.15
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3574128,039.5 すみれ調剤薬局 〒253-0105 0467-74-3780すみれ薬品株式会社　立ケ谷　昌明 平20. 9. 1 薬局
     高座薬39 高座郡寒川町岡田３－９－５９ 常　勤:    1代表取締役　立ケ谷　 組織変更 現存
     (薬       1)昌明 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3575128,040.3 ふくにし薬局　寒川店〒253-0111 0467-72-5044福西薬品　株式会社　福司山　幸代 平21. 9. 1 薬局
     高座薬40 高座郡寒川町一之宮２－２３－１常　勤:    1代表取締役　福西　文 新規 現存
     １茅ヶ崎タワー１Ｆ (薬       1)夫 平21. 9. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3576128,042.9 ドラッグセイムス寒川〒253-0105 0467-72-5135株式会社富士薬品　代藤森　延子 平23. 1. 1 薬局
     高座薬42 駅前薬局 高座郡寒川町岡田１０７３－１ 常　勤:    3表取締役　高柳　昌幸 新規 現存
     (薬       3) 平23. 1. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3577128,043.7 株式会社　アサヒファ〒253-0106 0467-84-9020株式会社　アサヒファ磯川　祐人 平24. 4. 1 薬局
     高座薬43 ーマシー　寒川薬局 高座郡寒川町宮山１９９－１ 常　勤:    2ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　堀之内　仁 平24. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3578128,044.5 クリエイト薬局新寒川〒253-0101 0467-72-5723株式会社クリエイトエ深澤　裕章 平25. 3. 1 薬局
     高座薬44 倉見店 高座郡寒川町倉見６７９－１ 常　勤:    1ス・ディー　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　廣瀨　泰三 平25. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
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 3579128,045.2 寒川駅前薬局 〒253-0105 0467-84-7992有限会社コーナン　代山本　純子 平25. 5. 1 薬局
     高座薬45 高座郡寒川町岡田８９８ 常　勤:    1表取締役　 　繁也 新規 現存
     (薬       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3580130,018.5 有限会社中栄堂薬局 〒255-0003 0463-61-0154有限会社中栄堂薬局　斎藤　好正 昭48. 8. 1 薬局
     中郡薬18 中郡大磯町大磯１０７２ 常　勤:    2代表取締役　齋藤　好 現存
     (薬       2)正 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3581130,025.0 望星大磯薬局 〒259-0114 0463-71-9341株式会社望星薬局　代飯塚　敏美 昭60. 8.15 薬局
     中郡薬25 中郡大磯町月京３０－１８ 常　勤:   10表取締役　吉本　旬志 現存
     (薬      10) 平24. 8.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3582130,029.2 ことぶきや薬局 〒259-0112 0463-71-1150有限会社ことぶきや　箕島　香代子 昭63. 9. 1 薬局
     中郡薬29 中郡大磯町国府新宿１０５ 常　勤:    2代表取締役　箕島　俊 現存
     (薬       2)一 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3583138,038.5 株式会社　笹屋薬局 〒255-0004 0463-61-0338株式会社　笹屋薬局　内藤　絵里 平 8. 5. 1 薬局
     中郡薬38 中郡大磯町東小磯１０－７ 常　勤:    1代表取締役　笹尾　康 新規 現存
     (薬       1)枝 平23. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3584138,045.0 大磯薬局 〒255-0004 0463-61-7898株式会社　アペックス府川　昌弘 平13. 9.26 薬局
     中郡薬45 中郡大磯町東小磯４０ 常　勤:    1　代表取締役　阿部　 組織変更 現存
     (薬       1)孝紀 平25. 9.26
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3585138,046.8 健光堂薬局大磯店 〒255-0003 0463-60-3367有限会社　健光堂薬局加藤　喜久子 平14. 4. 1 薬局
     中郡薬46 中郡大磯町大磯１１０３ 常　勤:    1　代表取締役　 野　 新規 現存
     (薬       1)正義 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3586138,047.6 たるもと薬局 〒255-0003 0463-61-2284有限会社　たるもと薬樽本　浩宣 平14. 9.15 薬局
     中郡薬47 中郡大磯町大磯１６５４－８ 常　勤:    1局　取締役　樽本　浩 新規 現存
     (薬       1)宣 平26. 9.15
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 3587138,048.4 出口薬局 〒255-0003 0463-61-0531有限会社大磯薬局　代出口　雅英 平16.11. 1 薬局
     中郡薬48 中郡大磯町大磯９５２ 常　勤:    4表取締役　出口　雅英 交代 現存
     (薬       4) 平22.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3588138,049.2 すずかぜ薬局 〒255-0003 0463-61-1894有限会社メディカルリ福西　和美 平16.12. 1 薬局
     中郡薬49 中郡大磯町大磯１１８７－１ 常　勤:    1ング　代表取締役　福 新規 現存
     (薬       1)西　和美 平22.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3589138,051.8 シオンドラッグ　大磯〒259-0114 0463-72-5598株式会社　シオンドラ野村　栄 平18.11. 1 薬局
     中郡薬51 国府薬局 中郡大磯町月京３－２５ 常　勤:    2ッグ　代表取締役　重 新規 現存
     (薬       2)谷　美子 平24.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3590138,053.4 すみれ調剤薬局　大磯〒259-0112 0463-70-6566有限会社　すみれ調剤松下　幸太 平19. 1. 1 薬局
     中郡薬53 店 中郡大磯町国府新宿３９９－６ 常　勤:    1薬局　代表取締役　髙 新規 現存
     (薬       1)田　浩司 平25. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3591138,054.2 たるもと薬局　大磯支〒255-0003 0463-61-7161有限会社　たるもと薬根岸　ひろみ 平19. 7.15 薬局
     中郡薬54 店 中郡大磯町大磯４６８ 常　勤:    2局　取締役　樽本　浩 新規 現存
     (薬       2)宣 平25. 7.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3592138,060.9 クローバー薬局 〒255-0003 0463-62-0930有限会社　大磯薬局　町田　和義 平20.12. 1 薬局
     中郡薬60 中郡大磯町大磯１１２３ 常　勤:    1代表取締役　出口　雅 新規 現存
     (薬       1)英 平20.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3593138,061.7 新成堂薬局　大磯店 〒259-0114 0463-75-8582株式会社新成堂　代表藤本　純子 平23. 9. 1 薬局
     中郡薬61 中郡大磯町月京３０－７ 常　勤:    1取締役　新関　一成 新規 現存
     (薬       1) 平23. 9. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3594138,062.5 栄進　おおいそ薬局 〒259-0112 0463-70-1126有限会社　栄進　代表大渕　茂 平24. 4. 1 薬局
     中郡薬62 中郡大磯町国府新宿５２８ 常　勤:    1取締役　鶴　恒雄 新規 現存
     (薬       1) 平24. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3595130,015.1 有限会社さいとう薬局〒259-0123 0463-71-8962有限会社さいとう薬局斉藤　昌久 昭43.12. 1 薬局
     中郡薬15 中郡二宮町二宮８２３ 常　勤:    3　代表取締役　斎藤　 現存
     (薬       3)達男 平22.12. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3596130,019.3 高野薬局 〒259-0134 0463-73-0235高野　辰雄 高野　辰雄 昭49.11. 1 薬局
     中郡薬19 中郡二宮町一色１３１１－２ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3597130,023.5 有限会社おのうえ薬局〒259-0123 0463-72-2269有限会社おのうえ薬局尾上　京子 平 7.12. 1 薬局
     中郡薬23 中郡二宮町二宮２３２ 常　勤:    1　代表取締役　尾上　 移動 現存
     (薬       1)京子 平22.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3598130,028.4 薬局こしお双宝堂 〒259-0123 0463-71-0313小塩　克一 小塩　恵美子 昭63. 2.15 薬局
     中郡薬28 中郡二宮町二宮８１９ 常　勤:    3 現存
     (薬       3) 平24. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3599130,032.6 ふたみ薬局 〒259-0125 0465-43-2977二見　久夫 二見　真理子 平 2. 9. 1 薬局
     中郡薬32 中郡二宮町川匂６－３ 常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平23. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3600130,033.4 アミー薬局 〒259-0131 0463-73-2913株式会社エイエムアイ栗原　大輔 平23.12. 1 薬局
     中郡薬33 中郡二宮町中里９８８－２ 常　勤:    1　代表取締役　安藤　 交代 現存
     (薬       1)豪彦 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3601138,039.3 平安薬局 〒259-0123 0463-73-0987有限会社　メデコア　鈴木　丈士 平 8. 8.15 薬局
     中郡薬39 中郡二宮町二宮８８４ 常　勤:    1代表取締役　 枝　了 新規 現存
     (薬       1)三 平23. 8.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3602138,040.1 百合が丘調剤薬局 〒259-0133 0463-71-3016株式会社つづき薬局　渡辺　和子 平 8.10. 1 薬局
     中郡薬40 中郡二宮町百合が丘２－２－１ 常　勤:    2代表取締役　吉田　陽 新規 現存
     (薬       2)子 平23.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3603138,042.7 ファイン薬局 〒259-0133 0463-70-1193有限会社　サーノ　代小泉　三樹雄 平 9. 4. 1 薬局
     中郡薬42 中郡二宮町百合が丘２－３－１ 常　勤:    1表取締役　小泉　三樹 新規 現存
     (薬       1)雄 平24. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3604138,043.5 たまご薬局 〒259-0123 0463-71-7803有限会社　たまご薬局棚橋　隆行 平12. 3. 1 薬局
     中郡薬43 中郡二宮町二宮１１３３ 常　勤:    3　代表取締役　棚橋　 新規 現存
     (薬       3)隆行 平24. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3605138,044.3 あい薬局 〒259-0133 0463-73-0120株式会社　ケイアイエ池田　正 平12. 4. 1 薬局
     中郡薬44 中郡二宮町百合が丘１－１－２ 常　勤:    2ム　代表取締役　伊石 新規 現存
     (薬       2)　清人 平24. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3606138,050.0 平安薬局　元町店 〒259-0123 0463-70-6203有限会社　メデコア　今井　智德 平17. 7. 1 薬局
     中郡薬50 中郡二宮町二宮１４２１－２ 常　勤:    1代表取締役　廣枝　了 新規 現存
     (薬       1)三 平23. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3607138,052.6 有限会社　中栄堂薬局〒259-0123 0463-73-1118有限会社　中栄堂薬局斎藤　由紀子 平19. 1. 1 薬局
     中郡薬52 　二宮店 中郡二宮町二宮１２８４－４ 常　勤:    2　代表取締役　斎藤　 新規 現存
     (薬       2)好正 平25. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3608138,056.7 快心堂薬局　二宮店 〒259-0131 0463-71-4260有限会社　マット　代志村　進一 平20. 1. 1 薬局
     中郡薬56 中郡二宮町中里２－１０－７ 常　勤:    1表取締役　片倉　純 新規 休止
     (薬       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3609138,057.5 おはな薬局 〒259-0123 0463-71-7065株式会社　ＡＪ　代表神保　典子 平20. 3.15 薬局
     中郡薬57 中郡二宮町二宮２０８ 常　勤:    1取締役　相曽　昭代 新規 現存
     (薬       1) 平26. 3.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3610138,058.3 にこにこ薬局 〒259-0131 0463-73-0740ヘルスケア西湘　株式内藤　周一 平20. 7. 1 薬局
     中郡薬58 中郡二宮町中里１３０３－１ 常　勤:    2会社　代表取締役　伊 新規 現存
     (薬       2)藤　昌平 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3611138,059.1 二宮調剤・サンワ薬局〒259-0133 0463-71-8273ヘルスケア西湘株式会伊藤　勝美 平20. 7. 1 薬局
     中郡薬59 中郡二宮町百合が丘３－１－６ 常　勤:    1社　代表取締役　伊藤 組織変更 現存
     (薬       1)　昌平 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3612138,064.1 あすなろ薬局 〒259-0123 0463-71-0303有限会社　あかね調剤西村　綾子 平24.12. 1 薬局
     中郡薬64 中郡二宮町二宮１４７－２ 常　勤:    1薬局　代表取締役　柏 交代 現存
     (薬       1)崎　麻里 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3613140,013.4 藤井薬局 〒259-0143 0465-81-2054藤井　厚子 藤井　厚子 平 9.12. 1 薬局
     足上薬13 足柄上郡中井町北田５２３－６ 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平21.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3614148,045.8 ゆめ薬局 〒259-0153 0465-80-0117株式会社　ゆめプラン岸田　那津子 平18. 9. 1 薬局
     足上薬45 足柄上郡中井町比奈窪９３－１ 常　勤:    1ニング　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       1)小泉　かほる 平24. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3615148,063.1 なかいまち薬局 〒259-0151 0465-20-3942株式会社なかいまち薬漆畑　俊哉 平25.10. 1 薬局
     足上薬63 足柄上郡中井町井ノ口１８７６－常　勤:    2局　漆畑　俊哉 新規 現存
     １ (薬       2) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3616140,024.1 ファーマシー未来堂 〒258-0019 0465-82-5890有限会社未来堂　代表鈴木　崇子 平 2.11.15 薬局
     足上薬24 足柄上郡大井町金子１３７６－１常　勤:    1取締役　鈴木　幸康 現存
     (薬       1) 平23.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3617140,027.4 富士見薬局 〒258-0019 0465-82-0408有限会社石﨑メディカ堀江　久美子 平26. 1. 4 薬局
     足上薬27 足柄上郡大井町金子７８２－１ 常　勤:    2ル　代表取締役　石﨑 移動 現存
     (薬       2)　勝 平26. 1. 4
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 3618144,002.3 大井町調剤薬局 〒258-0016 0465-82-1122くすのき薬局株式会社川上　崇宏 平26.10. 1 薬局
     足上薬4002 足柄上郡大井町上大井４１０－５常　勤:    1　代表取締役　山崎　 新規 現存
     (薬       1)真弘 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3619148,055.7 さわやか薬局 〒258-0019 0465-83-5071株式会社　さわやか薬平岡　徹春 平22. 2. 1 薬局
     足上薬55 足柄上郡大井町金子１９２４－２常　勤:    1局　代表取締役　平岡 交代 現存
     (薬       1)　徹春 平22. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3620148,058.1 ヤマグチ薬局　大井町〒258-0019 0465-85-0251株式会社　ヤマグチ薬福岡　英子 平22. 9. 1 薬局
     足上薬58 店 足柄上郡大井町金子２６０１－８常　勤:    2局　代表取締役　山口 新規 現存
     (薬       2)　重雄 平22. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3621148,059.9 おおい薬局 〒258-0019 0465-83-8141株式会社　ニチセイ　中村　枝美子 平22. 9. 1 薬局
     足上薬59 足柄上郡大井町金子４３ 常　勤:    1代表取締役　三堀　正 交代 現存
     (薬       1)人 平22. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3622148,061.5 ペンギン薬局 〒258-0018 0465-85-6031株式会社ペンギン薬局間宮　律 平24.12. 1 薬局
     足上薬61 足柄上郡大井町金手８－１０ 常　勤:    2　代表取締役　間宮　 交代 現存
     (薬       2)律 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3623140,021.7 ファーマシーくすりば〒258-0003 0465-82-4109株式会社　アーテリー綾部　昭 平21. 9.15 薬局
     足上薬21 こ 足柄上郡松田町松田惣領１３７５常　勤:    3　代表取締役　相田　 移動 現存
     －１ (薬       3)邦彦 平21. 9.15
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3624144,000.7 なごみ薬局 〒258-0003 0465-46-7388株式会社アーテリー　上田　知弘 平26. 4. 1 薬局
     足上薬4000 足柄上郡松田町松田惣領１２６２常　勤:    1代表取締役　相田　邦 新規 現存
     －２ (薬       1)彦 平26. 4. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3625144,003.1 オリーブ薬局　松田店〒258-0003 0465-46-9518有限会社おおの薬局　中田　尚子 平26.10. 1 薬局
     足上薬4003 足柄上郡松田町松田惣領１１９６常　勤:    1代表取締役　大野　嘉 新規 現存
     －１クレドゥレスポワール２Ａ (薬       1)丈 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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 3626148,035.9 イヌイ薬局新松田支店〒258-0003 0465-85-6650株式会社　メディカル福西　隆晃 平12.12.15 薬局
     足上薬35 足柄上郡松田町松田惣領８９５－常　勤:    5エイド　代表取締役　 新規 現存
     ２ (薬       5)石井　健 平24.12.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3627148,037.5 つばさ薬局 〒258-0003 0465-84-0283有限会社　つばさ薬局伊佐治　裕 平13. 5. 1 薬局
     足上薬37 足柄上郡松田町松田惣領１０１７常　勤:    2　代表取締役　伊佐治 新規 現存
     (薬       2)　裕 平25. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3628148,043.3 たんぽぽ薬局 〒258-0004 0465-85-3359株式会社アーテリー　加藤　康一郎 平16. 4. 1 薬局
     足上薬43 足柄上郡松田町松田庶子１５３３常　勤:    1代表取締役　相田　邦 新規 現存
     －２ (薬       1)彦 平22. 4. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3629148,047.4 なでしこ薬局 〒258-0003 0465-84-1200木川　誠也 木川　誠也 平19.12.15 薬局
     足上薬47 足柄上郡松田町松田惣領２０４４常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平25.12.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3630148,062.3 薬局　日本メディカル〒258-0003 0465-46-8951日本メディカルシステ星山　裕貴 平25. 7. 1 薬局
     足上薬62 足柄上郡松田町松田惣領１０３０常　勤:    6ム株式会社　代表取締 新規 現存
     －１ (薬       6)役　髙木　友直 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3631140,004.3 有限会社木川薬局 〒258-0113 0465-75-0123有限会社木川薬局　代木川　敬三 昭32.10. 1 薬局
     足上薬4 足柄上郡山北町山北１９１７ 常　勤:    1表取締役　木川　敬三 現存
     (薬       1) 平23.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3632144,001.5 ひまわり薬局 〒258-0113 0465-76-4885株式会社わかば　代表安池　章夫 平26. 4. 1 薬局
     足上薬4001 足柄上郡山北町山北３２０－１ 常　勤:    1取締役　杉本　年光 交代 現存
     (薬       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 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

［平成26年11月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成26年11月 4日作成   491 頁

 3633148,028.4 やまぶき薬局 〒258-0115 0465-77-2340木川　修一 岡部　智子 平 8. 4.15 薬局
     足上薬28 足柄上郡山北町谷ケ１０１８－２常　勤:    1 新規 現存
     ０ (薬       1) 平23. 4.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3634148,040.9 太陽薬局 〒258-0111 0465-79-0777有限会社　太陽薬局　湯川　清治 平15. 1. 6 薬局
     足上薬40 足柄上郡山北町向原１５０ 常　勤:    2代表取締役　湯川　清 交代 現存
     (薬       2)治 平21. 1. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3635148,056.5 コスモス薬局 〒258-0113 0465-79-1512須藤　芳正 須藤　芳正 平22. 3. 1 薬局
     足上薬56 足柄上郡山北町山北７１１－３８常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平22. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3636140,016.7 足柄上地区休日急患薬〒258-0021 0465-83-1801公益社団法人小田原薬矢野　光恭 昭58. 4. 1 薬局
     足上薬16 局 足柄上郡開成町吉田島５８０ 常　勤:    1剤師会　会長　相田　 現存
     (薬       1)邦彦 平22. 4. 1
     非常勤:   21
     (薬      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3637140,026.6 有限会社わかば薬局 〒258-0021 0465-83-2441（有）わかば薬局　代大野　直美 平 4. 5. 1 薬局
     足上薬26 足柄上郡開成町吉田島３２４４ 常　勤:    3表取締役　大野　直美 現存
     (薬       3) 平22. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3638148,029.2 ひいらぎ薬局 〒258-0021 0465-85-1188有限会社　藤与恒産　内藤　督雄 平 8.11.15 薬局
     足上薬29 足柄上郡開成町吉田島３７２６－常　勤:    1代表取締役　内藤　督 新規 休止
     ３ (薬       1)雄 平23.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3639148,036.7 開成駅前オクツ薬局 〒258-0021 0465-82-3193株式会社　オクツ薬局久保　雅一 平13. 3. 1 薬局
     足上薬36 足柄上郡開成町吉田島４３６４－常　勤:    4　代表取締役　櫻木　 新規 現存
     ４ (薬       4)達夫 平25. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3640148,039.1 吉田島薬局 〒258-0021 0465-82-9997加藤　孝 加藤　孝 平14.12. 1 薬局
     足上薬39 足柄上郡開成町吉田島３７０ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平20.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
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 3641148,042.5 プライム薬局 〒258-0021 0465-85-0331有限会社　アルファ薬井上　駿二 平15.10. 1 薬局
     足上薬42 足柄上郡開成町吉田島４３２０－常　勤:    1局　代表取締役　中井 新規 現存
     １ (薬       1)　素行 平21.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3642148,049.0 イエロー・グリーン薬〒258-0022 0465-85-3474株式会社　ミック　代瀬戸　正敏 平20. 7. 1 薬局
     足上薬49 局　かいせい店 足柄上郡開成町牛島２７６－１ 常　勤:   10表取締役　中川　春原 新規 現存
     (薬      10) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3643148,060.7 アイアイ薬局 〒258-0026 0465-85-1311株式会社アイアイ薬局荻野　直哉 平23.12. 1 薬局
     足上薬60 足柄上郡開成町延沢８６３－１－常　勤:    2　代表取締役　荻野　 交代 現存
     １０２ (薬       2)直哉 平23.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3644150,010.7 桜木薬局 〒250-0311 0460-85-5225株式会社櫻木商店　櫻小村　みな 昭39.10. 1 薬局
     足下薬10 足柄下郡箱根町湯本６９２ 常　勤:    2木　達夫 現存
     (薬       2) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3645158,034.9 駅前さくらぎ薬局 〒250-0311 0460-85-8200株式会社　櫻木商店　峯尾　龍巳 平 8. 3. 1 薬局
     足下薬34 足柄下郡箱根町湯本６９８ 常　勤:    2代表取締役　櫻木　達 新規 現存
     (薬       2)夫 平23. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3646158,036.4 有限会社　あかね調剤〒250-0401 0460-86-1193有限会社　あかね調剤梶原　啓 平 9. 7. 1 薬局
     足下薬36 薬局 足柄下郡箱根町宮城野６２５－１常　勤:    1薬局　代表取締役　柏 新規 現存
     (薬       1)崎　麻里 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3647158,043.0 有限会社アポテックハ〒250-0311 0460-86-4323有限会社　アポテック倉田　宏 平14. 7. 1 薬局
     足下薬43 コネ薬局 足柄下郡箱根町湯本６１１ 常　勤:    1　取締役　倉田　宏 組織変更 現存
     (薬       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3648158,051.3 森の薬局 〒250-0631 0460-83-8170株式会社　森の薬局　神保　龍一 平21. 8. 1 薬局
     足下薬51 足柄下郡箱根町仙石原９７７－２常　勤:    2代表取締役　神保　龍 新規 現存
     ５ (薬       2)一 平21. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3649150,018.0 有限会社吉田薬局 〒259-0201 0465-68-0746有限会社吉田薬局　代吉田　道代 昭50.12. 1 薬局
     足下薬18 足柄下郡真鶴町真鶴７１４ 常　勤:    3表取締役　吉田　圭吾 現存
     (薬       3) 平23.12. 1
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 3650158,055.4 セイジョー薬局真鶴店〒259-0202 0465-43-7831株式会社ココカラファ吉野　真通 平25. 4. 1 薬局
     足下薬55 足柄下郡真鶴町岩２４６－２ 常　勤:    1インヘルスケア　代表 交代 現存
     (薬       1)取締役　石橋　一郎 平25. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3651150,015.6 有限会社トキワ薬局 〒259-0301 0465-62-3672有限会社トキワ薬局　常盤　敦子 昭50. 1.15 薬局
     足下薬15 足柄下郡湯河原町中央１－２５－常　勤:    1代表取締役　常盤　孝 現存
     １３ (薬       1)司 平23. 1.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3652150,029.7 さかえ薬局湯河原支店〒259-0303 0465-63-9050株式会社さかえ薬局　富野　絹雄 平 4. 5.15 薬局
     足下薬29 足柄下郡湯河原町土肥１－３－１常　勤:    3代表取締役　富野　絹 現存
     ０ (薬       3)雄 平22. 5.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3653150,030.5 さくらい薬局 〒259-0303 0465-63-9988有限会社さくらい薬局櫻井　茂樹 平 5. 1. 1 薬局
     足下薬30 足柄下郡湯河原町土肥２－５－１常　勤:    2　代表取締役　櫻井　 新規 現存
     ８ (薬       2)茂樹 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3654150,032.1 快生堂薬局 〒259-0304 0465-62-2810有限会社快生堂薬局　須藤　壽満子 平 6. 5. 1 薬局
     足下薬32 足柄下郡湯河原町宮下３４７ 常　勤:    1代表取締役　須藤　泰 新規 現存
     (薬       1)男 平24. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3655154,000.4 ハックドラッグ湯河原〒259-0303 0465-62-8089株式会社ＣＦＳコーポ高野　博明 平25.11. 1 薬局
     足下薬4000 調剤薬局 足柄下郡湯河原町土肥２－２０－常　勤:    3レーション　代表取締 新規 現存
     １２ (薬       3)役　宮下　雄二 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3656158,038.0 有限会社トキワ薬局宮〒259-0301 0465-63-8103有限会社　トキワ薬局大竹　宏 平10. 4. 1 薬局
     足下薬38 上店 足柄下郡湯河原町宮上５０－７ 常　勤:    1　代表取締役　常盤　 新規 現存
     (薬       1)孝司 平22. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3657158,042.2 ポプラ薬局湯河原中央〒259-0301 0465-60-3325ピーエフシー　株式会井上　千代美 平13. 2. 1 薬局
     足下薬42 店 足柄下郡湯河原町中央２－６－９常　勤:    4社　代表取締役　小島 新規 現存
     (薬       4)　真 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3658158,045.5 クオール薬局湯河原店〒259-0303 0465-63-1063クオール株式会社　代髙橋　知津子 平15. 3. 1 薬局
     足下薬45 足柄下郡湯河原町土肥１－１４－常　勤:    4表取締役　中村　勝 交代 現存
     １３ (薬       4) 平21. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3659158,047.1 湯河原中央調剤薬局 〒259-0303 0465-64-0838有限会社　湯河原中央山口　雅代子 平16.12. 1 薬局
     足下薬47 足柄下郡湯河原町土肥４－１－１常　勤:    2調剤薬局　取締役　山 組織変更 現存
     ３ (薬       2)口　雅代子 平22.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3660158,050.5 つばめ薬局 〒259-0302 0465-42-9015株式会社　つばめ薬局富野　雄太 平21. 4. 1 薬局
     足下薬50 足柄下郡湯河原町門川４４１－１常　勤:    1　代表取締役　富野　 新規 現存
     (薬       1)雄太 平21. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3661158,052.1 まごころ薬局　ゆがわ〒259-0303 0465-43-7790有限会社　ハートメデ小山田　公彦 平21.11. 1 薬局
     足下薬52 ら店 足柄下郡湯河原町土肥２－５－１常　勤:    1ィカル　代表取締役　 新規 現存
     ４ (薬       1)宇多　洋一 平21.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3662158,054.7 アイン薬局　湯河原店〒259-0314 0465-60-0920株式会社アインファー大谷　宗嗣 平24. 8. 1 薬局
     足下薬54 足柄下郡湯河原町宮上３９５－１常　勤:    3マシーズ　代表取締役 交代 現存
     (薬       3)　大谷　喜一 平24. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3663160,004.8 オガタ薬局 〒243-0303 0462-86-4953（有）オガタ薬局　代伊藤　龍哉 平 2.10. 4 薬局
     愛薬4 愛甲郡愛川町中津７４７８－１０常　勤:    4表取締役　緒方　和憲 現存
     (薬       4) 平23.10. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3664164,000.2 アイ薬局中津店 〒243-0303 046-280-6971有限会社エスアイエム落合　宏美 平26. 7. 1 薬局
     愛薬4000 愛甲郡愛川町中津３４００－１ゴ常　勤:    1メディック　代表取締 新規 現存
     トープラザ３ (薬       1)役　井上　由紀子 平26. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3665168,008.1 セブンス薬局　愛川店〒243-0303 046-285-8814有限会社　ファースト武田　智恵 平11. 8.15 薬局
     愛薬8 愛甲郡愛川町中津７５４－１ 常　勤:    1セブン　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)星野　律子 平23. 8.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
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 3666168,010.7 みのわ薬局 〒243-0301 046-286-1350トモエ薬品株式会社　板橋　桂子 平12. 7. 1 薬局
     愛薬10 愛甲郡愛川町角田２７４－３ 常　勤:    1代表取締役　芹澤　秀 新規 現存
     (薬       1)德 平24. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3667168,011.5 アイ薬局愛川店 〒243-0303 046-286-7677有限会社エスアイエム井上　匠美 平15. 4. 1 薬局
     愛薬11 愛甲郡愛川町中津１４７１長嶋ビ常　勤:    3メディック　代表取締 新規 現存
     ル１Ｆ (薬       3)役　井上　由紀子 平21. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3668168,012.3 なかよし薬局　愛川店〒243-0301 046-284-2227株式会社イノベイショ飛田　将希 平16. 7. 1 薬局
     愛薬12 愛甲郡愛川町角田１３４３－１ 常　勤:    1ンオブメディカルサー 新規 現存
     (薬       1)ビス　代表取締役　遠 平22. 7. 1
     非常勤:    4藤　成一
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3669168,013.1 オガタ薬局春日台店 〒243-0303 046-286-5055有限会社オガタ薬局　花輪　真理子 平17. 3.15 薬局
     愛薬13 愛甲郡愛川町中津１８１４－２ 常　勤:    4代表取締役　緒方　和 新規 現存
     (薬       4)憲 平23. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3670168,014.9 なかよし薬局　局前店〒243-0301 046-284-5200株式会社　イノベイシ市川　隼 平20. 6. 1 薬局
     愛薬14 愛甲郡愛川町角田１５８－３ 常　勤:    1ョンオブメディカルサ 新規 現存
     (薬       1)ービス　代表取締役　 平26. 6. 1
     非常勤:    6遠藤　成一
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3671168,015.6 しんわ薬局　半原店 〒243-0307 046-239-4731株式会社　メディック小野　新一朗 平21. 1. 1 薬局
     愛薬15 愛甲郡愛川町半原２７２５－２ 常　勤:    3ス　代表取締役　松村 新規 現存
     (薬       3)　聰 平21. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3672168,016.4 愛川薬局 〒243-0301 046-285-9333株式会社　アサヒ函南平本　浩一 平21. 4. 1 薬局
     愛薬16 愛甲郡愛川町角田２８９－１ 常　勤:    7薬局　代表取締役　堀 新規 現存
     (薬       7)之内　仁 平21. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3673168,018.0 ヒロ薬局　愛川店 〒243-0303 046-280-4781株式会社ファーマみら坂田　佳子 平21.10. 1 薬局
     愛薬18 愛甲郡愛川町中津９７３－２ 常　勤:    3い　代表取締役　佃　 交代 現存
     (薬       3)敏之 平21.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3674168,020.6 なかよし薬局中津店 〒243-0303 046-284-3511株式会社イノベイショ郷渡　慶一 平25. 8. 1 薬局
     愛薬20 愛甲郡愛川町中津２０３７－７ 常　勤:    1ンオブメディカルサー 新規 現存
     (薬       1)ビス　代表取締役　遠 平25. 8. 1
     非常勤:    2藤　成一
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


