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    101-0049-7 カワムラ薬局 〒603-8406 492-3288 川村　富造 川村　富造 昭49. 8.14調剤 薬局
     京都市北区大宮東小野堀町２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-0058-8 有限会社つちえ薬局 〒603-8375 075-462-4758有限会社つちえ薬局　土江　孝 平 6. 3.23調剤 薬局
     京都市北区衣笠天神森町３５－１常　勤:    6代表者　土江　孝 新規 現存
     (薬       6) 平30. 1. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301-0062-0 タクミ薬局 〒603-8247 075-492-9575神保　晴子 神保　晴子 昭57. 3.12調剤 薬局
     京都市北区紫野泉堂町２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401-0065-3 京都プラザ薬局 〒603-8107 493-6759 児島　良次 児島　良次 平元.11.24調剤 薬局
     京都市北区紫竹下ノ岸町６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501-0070-3 吉田薬局　大宮店 〒603-8402 吉田　泰一 吉田　泰一 平 4. 4. 3 薬局
     京都市北区大宮南椿原町４８－３常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 4. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601-0072-9 大徳寺　ゆう薬局 〒603-8221 075-411-2124株式会社ゆうホールデ杉野　由美子 平 5. 5.31調剤 薬局
     京都市北区紫野上築山町２－３日常　勤:    1ィングス　代表取締役 新規 現存
     邦ビル１階 (薬       1)　宇野　充俊 平29. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701-0074-5 クイーン薬局 〒603-8241 493-1295 横山　政美 横山　政美 平 7. 7.26 薬局
     京都市北区紫野東泉堂町１２－６常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801-0076-0 さわやか薬局 〒603-8142 075-495-0225有限会社健明　代表取今村　浩 平 7.12.15調剤 薬局
     京都市北区小山北上総町１９－２常　勤:    2締役　今村　浩 新規 現存
     (薬       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901-0077-8 キタオオジ　ゆう薬局〒603-8142 075-495-1103株式会社ゆうホールデ伊藤　裕喜 平 8. 1.31調剤 薬局
     京都市北区小山北上総町４ 常　勤:    1ィングス　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　宇野　充俊 平29. 1. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   1001-0078-6 株式会社オーツカ　オ〒603-8833 075-491-0639株式会社オーツカ　代大塚　真美 平 8. 3.27調剤 薬局
     ーツカ西賀茂薬局 京都市北区大宮東総門口町３８ 常　勤:    1表取締役　大塚　侊市 新規 現存
     (薬       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101-0082-8 シチク薬局 〒603-8206 075-493-8268小島　一好 小島　一好 平 8.12.20調剤 薬局
     京都市北区紫竹西南町６６ 常　勤:    1 その他 現存
     (薬       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201-0085-1 おおみやゆう薬局 〒603-8406 075-494-2350株式会社ゆうホールデ前田　朝子 平10. 1. 1調剤 薬局
     京都市北区大宮東小野堀町１番地常　勤:    1ィングス　代表取締役 新規 現存
     エスカローナ玉田１階 (薬       1)　宇野　充俊 平28. 1. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301-0086-9 紫野調剤薬局 〒603-8214 075-414-8555株式会社　市橋　代表市橋　宏紀 平10. 1. 7調剤 薬局
     京都市北区紫野雲林院町１１番地常　勤:    1取締役　市橋　宏紀 新規 現存
     (薬       1) 平28. 1. 7
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401-0088-5 ヒラタ薬局 〒603-8172 075-491-2051平田　実 平田　実 平10.11. 6調剤 薬局
     京都市北区小山初音町３６ 常　勤:    1 移転 現存
     (薬       1) 平28.11. 6
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501-0089-3 ふれあい薬局・白梅 〒603-8326 075-466-1506（株）近畿予防医学研岩井　雅俊 平11. 4. 1調剤 薬局
     京都市北区北野下白梅町７３番地常　勤:    1究所　代表取締役　広 新規 現存
     ３　白梅町ＭＣビル３階 (薬       1)田　周一 平29. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601-0100-8 株式会社こぐま薬局 〒603-8151 075-451-1234株式会社こぐま薬局　中西　昭人 平13.10. 1調剤 薬局
     京都市北区小山下総町１７番１２常　勤:    2代表取締役　柴田　基 新規 現存
     (薬       2)子 平25.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   1701-0102-4 にしがも　ゆう薬局 〒603-8832 075-495-1106株式会社ゆうホールデ三上　泰輝 平15. 4.28調剤 薬局
     京都市北区大宮南田尻町５８ 常　勤:    1ィングス　代表取締役 その他 現存
     (薬       1)　宇野　充俊 平27. 4.28
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801-0103-2 みやこ薬局北山店 〒603-8434 075-493-8989みやこ薬局株式会社　熊谷　佐葉子 平15. 6. 1調剤 薬局
     京都市北区紫竹東栗栖町４９番地常　勤:    5代表取締役　西村　公 その他 現存
     　ルミエール北山１Ｆ (薬       5)男 平27. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901-0105-7 さわやか薬局紫野 〒603-8235 075-417-3317有限会社　健明　代表今村　譲 平16. 3. 1調剤 薬局
     京都市北区紫野下御輿町６－２ド常　勤:    1取締役　今村　浩 新規 現存
     ルスⅢ１Ｆ (薬       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001-0117-2 オーツカ薬局 〒603-8147 075-441-0535株式会社　オーツカ　藤原　菜穂子 平18. 7. 1調剤 薬局
     京都市北区烏丸通鞍馬口上る上御常　勤:    1代表取締役　大塚　侊 移転 現存
     霊上江町２３２の１ (薬       1)市 平30. 7. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101-0119-8 加茂川ゆう薬局 〒603-8107 075-494-3112株式会社ゆうホールデ馬場　有希枝 平18.12. 1調剤 薬局
     京都市北区紫竹下ノ岸町２１番地常　勤:    1ィングス　代表取締役 新規 現存
     の１メゾンエスポワールハツダ１(薬       1)　宇野　充俊 平24.12. 1
     階 非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201-0121-4 みやこ薬局　紫竹店 〒603-8207 075-494-3255みやこ薬局株式会社　小寺　隆幸 平19. 4. 1調剤 薬局
     京都市北区紫竹牛若町３０番地３常　勤:    5代表取締役　西村　公 新規 現存
     (薬       5)男 平25. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301-0122-2 今宮ゆう薬局 〒603-8205 075-494-3760株式会社ゆうホールデ横田　美咲 平19.11. 1調剤 薬局
     京都市北区紫竹西高縄町３４番地常　勤:    1ィングス　代表取締役 新規 現存
     　田中ビル１Ｆ (薬       1)　宇野　充俊 平25.11. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   2401-0125-5 のぞみ薬局 〒603-8166 075-491-8200株式会社エスティーユ 平20. 4. 1調剤 薬局
     京都市北区紫野上御所田町４５ 常　勤:    2ー　代表取締役　上田 新規 現存
     (薬       2)　達也 平26. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501-0127-1 調剤薬局　ハーブ 〒603-8165 075-494-3152株式会社ミルキーファ尻無浜　奈美子 平20. 5. 1調剤 薬局
     京都市北区紫野西御所田町３０　常　勤:    4ーマシー　代表取締役 新規 現存
     明治館１階 (薬       4)　松山　喜範 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601-0128-9 ファーマシィ鞍馬口薬〒603-8151 075-451-8900株式会社ファーマシィ岡本　真由子 平20. 5. 3調剤 薬局
     局 京都市北区小山下総町４４－７　常　勤:    1　代表取締役　武田　 移転 現存
     ルセロ鞍馬口１階 (薬       1)宏 平26. 5. 3
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701-0131-3 あかり薬局 〒603-8149 075-411-9088平田　実 平田　妙子 平21. 3. 2調剤 薬局
     京都市北区小山南上総町７４－１常　勤:    2 移転 現存
     (薬       2) 平27. 3. 2
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801-0132-1 みのり薬局北山 〒603-8041 075-706-6680株式会社ファルコファ江川　祐史 平21. 3.21調剤 薬局
     京都市北区上賀茂ケシ山１－４６常　勤:    2ーマシーズ　代表取締 交代 現存
     (薬       2)役　松原　宣正 平27. 3.21
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901-0134-7 アピス薬局鞍馬口店 〒603-8156 075-415-9735株式会社アピスファー中嶌　佐知 平22. 1. 1調剤 薬局
     京都市北区小山中溝町１５－１１常　勤:    1マシー　代表取締役　 交代 現存
     グランレブリー紫明１階 (薬       1)川越敏章 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001-0135-4 ローズタウン薬局 〒603-8085 075-712-6636安馬　知子 安馬　知子 平22. 2. 1調剤 薬局
     京都市北区上賀茂蝉ケ垣内町４６常　勤:    1 交代 現存
     番１シーズン・トダ１Ｆ (薬       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   3101-0136-2 若草調剤薬局 〒603-8463 075-494-3380株式会社マーメイド　富田　章夫 平22. 5. 1調剤 薬局
     京都市北区大宮玄琢南町２－１２常　勤:    2代表取締役　松山　喜 交代 現存
     (薬       2)範 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201-0137-0 阪神調剤薬局　きぬが〒603-8353 075-467-9501株式会社阪神調剤薬局尾崎　純子 平22. 5. 1調剤 薬局
     さ店 京都市北区平野上八丁柳町４２－常　勤:    4　代表取締役　岩崎　 交代 現存
     ２ (薬       4)壽毅 平28. 5. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3301-0139-6 こじか薬局 〒603-8215 075-406-1206高砂薬業株式会社　代髙木　正直 平23. 7. 1調剤 薬局
     京都市北区紫野下門前町１番地 常　勤:    2表取締役　森　清茂 新規 現存
     (薬       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401-0140-4 みやこ薬局大宮店 〒603-8476 075-494-2001みやこ薬局株式会社　堀井　雅代 平24. 4. 1調剤 薬局
     京都市北区大宮南箱ノ井町２０番常　勤:    3代表取締役　西村　公 新規 現存
     地２ (薬       3)男 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3501-0142-0 メディオ薬局今宮小山〒603-8122 075-494-1155株式会社メディオ薬局池田　明美 平24. 7. 1調剤 薬局
     店 京都市北区小山花ノ木町５７番地常　勤:    2　代表取締役　髙澤　 新規 現存
     ３ (薬       2)貢 平30. 7. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601-0147-9 みつばち薬局　上賀茂〒603-8077 075-703-3281一般社団法人京都コム前田　裕介 平25. 4. 1調剤 薬局
     店 京都市北区上賀茂藤ノ木町２２－常　勤:    6ファ　代表理事　小林 移転 現存
     １ (薬       6)　知佐 平25. 4. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701-0148-7 ココカラファイン薬局〒603-8053 075-721-3407株式会社ココカラファ鍬柄　隆志 平25. 4. 1調剤 薬局
     　北山店 京都市北区上賀茂岩ケ垣内町１０常　勤:    6イン　ヘルスケア　代 交代 現存
     ０ (薬       6)表取締役　塚本　厚志 平25. 4. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   3801-0149-5 原谷ゆう薬局 〒603-8487 075-466-3833株式会社ゆうホールデ田中　 也 平25. 9. 1調剤 薬局
     京都市北区大北山原谷乾町１９９常　勤:    1ィングス　代表取締役 新規 現存
     －１ (薬       1)　宇野　充俊 平25. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3901-0151-1 近畿調剤平野神社前薬〒603-8345 075-466-2822有限会社　トライアン片田　真一 平26. 4. 1調剤 薬局
     局 京都市北区平野八丁柳町６８－１常　勤:    1フ　代表取締役　吉川 交代 現存
     サニーハイム金閣寺１階 (薬       1)　正男 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001-0153-7 みつばち薬局　紫野店〒603-8233 075-417-3911一般社団法人京都コム仲山　勝也 平26. 5. 1調剤 薬局
     京都市北区紫野西野町６５－７ 常　勤:    5ファ　代表理事　小林 移転 現存
     (薬       5)　知佐 平26. 5. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101-0154-5 上賀茂薬局 〒603-8105 075-495-5040株式会社ミルキーファ原田　智史 平26.11. 1調剤 薬局
     京都市北区小山西玄以町２６番３常　勤:    1ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　松山　喜範 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4201-0155-2 ポプリ薬局　紫野店 〒603-8164 075-432-0555株式会社ＦＡＮＰＯＰ古郡　理恵 平27. 4. 1調剤 薬局
     京都市北区紫野東御所田町７ 常　勤:    1　代表取締役　古郡　 交代 現存
     (薬       1)理恵 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301-0156-0 かるがも調剤薬局　大〒603-8222 075-415-3800株式会社オージープラ田端　晃子 平28. 2. 1調剤 薬局
     徳寺前店 京都市北区紫野下築山町５５番地常　勤:    2ン　代表取締役　横山 交代 現存
     ３アンフィニビル地下１階 (薬       2)　亮一 平28. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401-0157-8 なの花薬局　京都北大〒603-8125 075-494-0870株式会社共栄ファーマ中村　明則 平28. 7. 1調剤 薬局
     路店 京都市北区小山板倉町５０番 常　勤:    2シー　代表取締役　宇 新規 現存
     (薬       2)野　光裕 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501-0159-4 薬局ダックス京都衣笠〒603-8375 075-432-8107シミズ薬品株式会社　 澤　元博 平28. 9.12調剤 薬局
     店 京都市北区衣笠天神森町２８－２常　勤:    2代表取締役　本田　和 新規 現存
     (薬       2)之 平28. 9.12
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   4601-0161-0 アイセイ薬局　上堀川〒603-8424 075-494-2677株式会社　アイセイ薬町田　真紀 平28.10. 1調剤 薬局
     店 京都市北区紫竹下芝本町２３番地常　勤:    2局　代表取締役　藤井 交代 現存
     エクセル北山１階 (薬       2)　江美 平28.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4701-0162-8 薬局ダックス京都北山〒603-8435 075-366-6766シミズ薬品株式会社　中間　由沙 平28.11. 1調剤 薬局
     店 京都市北区紫竹栗栖町３７番地 常　勤:    1代表取締役　本田　和 新規 現存
     (薬       1)之 平28.11. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4801-0163-6 あおい薬局西賀茂店 〒603-8827 075-496-4644株式会社京都トラスト早川　潤 平28.11.20調剤 薬局
     京都市北区西賀茂水垣町３０番地常　勤:    1メディカ　代表取締役 交代 現存
     １ジャルディーノ水垣１Ｆ (薬       1)　早川　潤 平28.11.20
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4901-0164-4 アピス薬局紫野店 〒603-8175 075-495-0881株式会社アピスファー谷口　絢子 平29. 3. 1調剤 薬局
     京都市北区紫野下鳥田町５６番地常　勤:    1マシー　代表取締役　 交代 現存
     １ (薬       1)川越　敏章 平29. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001-0165-1 すこやか薬局・白梅 〒603-8325 075-278-1266株式会社近畿予防医学岩田　亜紀 平29. 6. 1調剤 薬局
     京都市北区北野上白梅町６６番地常　勤:    1研究所　代表取締役　 新規 現存
     カーメル北野１－Ｄ (薬       1)広田　周一 平29. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101-0166-9 あい薬局　西賀茂店 〒603-8823 075-494-3922株式会社日栄　代表取清井　智介 平29. 6. 1調剤 薬局
     京都市北区西賀茂榿ノ木町３１番常　勤:    1締役　亀井　竜夫 交代 現存
     地１ロイヤル白鷺１階 (薬       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5201-0167-7 なぎさ薬局　烏丸紫明〒603-8151 075-415-7870寛一商店株式会社　代津田　千草 平29. 7. 1調剤 薬局
     店 京都市北区小山下総町５番地１ 常　勤:    3表取締役　瀬川　安紀 交代 現存
     (薬       3)子 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   5301-0168-5 山口薬局 〒603-8115 075-366-6934ヤマグチウェルファー山口　剛 平29. 9. 1調剤 薬局
     京都市北区紫竹下本町１９番地１常　勤:    1マ株式会社　代表取締 新規 現存
     第２堂森ビル１階 (薬       1)役　山口　剛 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401-0169-3 ことのは薬局 〒603-8821 075-491-5108富田　多美 富田　多美 平30. 3. 1調剤 薬局
     京都市北区西賀茂柿ノ木町１０３常　勤:    1 新規 現存
     番地２ (薬       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5501-0170-1 薬局ダックス京都紫野〒603-8214 075-748-0522シミズ薬品株式会社　小山　拓真 平30. 4. 1調剤 薬局
     店 京都市北区紫野雲林院町３８番地常　勤:    2代表取締役　本田　和 新規 現存
     (薬       2)之 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5601-0171-9 紫野ゆう薬局 〒603-8224 075-415-7671株式会社ゆうホールデ白井　秀典 平30. 4. 1調剤 薬局
     京都市北区紫野西藤ノ森町１２番常　勤:    1ィングス　代表取締役 交代 現存
     地３１ (薬       1)　宇野　充俊 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5701-0172-7 紫明オーツカ薬局 〒603-8151 075-417-1213株式会社ココカラファ森本　孝宣 平30. 5. 1調剤 薬局
     京都市北区小山下総町２９番地１常　勤:    1インヘルスケア　代表 交代 現存
     ６ (薬       1)取締役　塚本　厚志 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5802-0015-6 株式会社　出町薬局 〒602-0822 株式会社出町薬局　代茶木　勇夫 平 5.11. 1 薬局
     京都市上京区河原町通今出川上ル常　勤:    1表取締役　茶木　勇夫 新規 現存
     青龍町２４３－１ (薬       1) 平16. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5902-0042-0 小林薬局 〒602-8104 小林　秋子 小林　秋子 昭38.11. 1 薬局
     京都市上京区下立売通大宮西入浮常　勤:    1 新規 現存
     田町６１６ (薬       1) 平17.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6002-0088-3 野田薬局本店 〒602-8453 075-441-1630有限会社野田薬局　代野田　栄三郎 平 6. 1. 1調剤 薬局
     京都市上京区千本通笹屋町上ル笹常　勤:    1表取締役　野田　輝男 新規 現存
     屋町３丁目６３７ (薬       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6102-0089-1 野田薬局支店 〒602-8295 075-441-8034有限会社　野田薬局　野田　輝男 平 6. 1. 1調剤 薬局
     京都市上京区千本通一条下ル東石常　勤:    1代表取締役　野田　輝 新規 現存
     橋町２３ (薬       1)男 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   6202-0096-6 しょうらん薬局 〒602-8394 酒井　 酒井　 昭50. 6.10調剤 薬局
     京都市上京区五辻通七本松西入西常　勤:    1 新規 現存
     柳町５７４－４ (薬       1) 平29. 6.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6302-0105-5 勝馬三春堂薬局 〒602-8284 075-461-1366勝馬　武 勝馬　武 平 7. 7.21調剤 薬局
     京都市上京区千本通中立売下ル亀常　勤:    3 新規 現存
     屋町６０ (薬       3) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6402-0107-1 阪本漢方堂薬局 〒602-8455 075-462-7045株式会社阪本漢方堂　阪本　直道 平 6. 9.20調剤 薬局
     京都市上京区千本通一条上ル泰童常　勤:    1代表取締役　阪本　浩 新規 現存
     片原町６５０ (薬       1)章 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6502-0110-5 株式会社オオミヤ薬局〒602-8406 075-451-2929株式会社オオミヤ薬局西　惠子 平 5. 9.21調剤 薬局
     京都市上京区大宮通上立売上ル花常　勤:    1　代表取締役　西　利 新規 現存
     開院町１３９－３ (薬       1)裕 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6602-0123-8 株式会社アムテック　〒602-8444 075-441-0982株式会社アムテック　高田　雅美 平 8. 8.13調剤 薬局
     岸川薬局 京都市上京区今出川通浄福寺東入常　勤:    1高田　雅美 組織変更 現存
     北小路中之町２２２ (薬       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6702-0133-7 カワモト薬局室町店 〒602-0031 075-417-1740株式会社カワモト　代板谷　智枝 平10.12.25調剤 薬局
     京都市上京区室町通上立売下ル裏常　勤:    2表取締役　河本　洪基 新規 現存
     築地町９７ (薬       2) 平28.12.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6802-0138-6 フラワー薬局西陣店 〒602-8318 075-464-4193株式会社　メディカル永谷　理恵 平11. 9. 1調剤 薬局
     京都市上京区五辻通七本松西入上常　勤:    8一光　代表取締役　野 新規 現存
     る老松町１０３番１２１ (薬       8)間　誠司 平29. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6902-0143-6 日の出薬局 〒602-0942 075-415-7500シー・エイ・ピー株式上田　京子 平13. 5. 1調剤 薬局
     京都市上京区小川通元誓願寺下ル常　勤:    1会社　代表取締役　小 新規 現存
     靭屋町４９９－３４ (薬       1)西　貴久 平25. 5. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   7002-0144-4 日本調剤　府庁前薬局〒602-8031 075-254-7861日本調剤株式会社　代川相　奈津美 平13. 8. 1調剤 薬局
     京都市上京区東裏辻町４１４－１常　勤:    2表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       2) 平25. 8. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7102-0147-7 キリン堂薬局　府立医〒602-0858 075-213-4435株式会社キリン堂　代渡 　藍子 平13.12. 1調剤 薬局
     大前店 京都市上京区寺町通広小路下ル東常　勤:    1表取締役　寺西　豊彦 新規 現存
     桜町３番地の２　サングリエ広小(薬       1) 平25.12. 1
     路マンション１階 非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7202-0158-4 コスモス薬局　御所店〒602-0848 075-254-6778田中　康史 辻川　由美 平16.10. 1調剤 薬局
     京都市上京区寺町通今出川下ル扇常　勤:    3 新規 現存
     町２７２－２　扇ビル１階 (薬       3) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7302-0159-2 広小路薬局 〒602-0857 075-256-7551有限会社　広小路薬局本橋　祐子 平16.11. 1調剤 薬局
     京都市上京区河原町通広小路上ル常　勤:    9　代表取締役　宇野　 移転 現存
     中御霊町４２０ (薬       9)徹 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7402-0161-8 日本調剤　丸太町薬局〒602-8031 075-213-6301日本調剤　株式会社　溝口　貴大 平17.11. 1調剤 薬局
     京都市上京区東裏辻町４１７　大常　勤:    5代表取締役　三津原　 新規 現存
     和ビル１階 (薬       5)博 平29.11. 1
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7502-0162-6 ヤスダ薬局本店 〒602-8306 075-411-1200安　亨甲 安　亨甲 平18. 3. 1調剤 薬局
     京都市上京区千本通寺之内上る西常　勤:    1 新規 現存
     五辻北町４４８番地 (薬       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7602-0167-5 クオール薬局二条城北〒602-8158 075-803-6189クオール株式会社　代奈良　吏絵子 平20. 1. 1調剤 薬局
     店 京都市上京区丸太町通智恵光院西常　勤:    1表取締役　中村　敬 新規 現存
     入中務町４８６番地ヴィランセン(薬       1) 平26. 1. 1
     ワ丸太町１Ｆ 非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7702-0169-1 メディオ薬局　薬屋町〒602-0918 075-414-3233株式会社メディオ薬局段本　典子 平20. 2. 1調剤 薬局
     店 京都市上京区一条通室町西入る薬常　勤:    2　代表取締役　髙澤　 新規 現存
     屋町４１７番地 (薬       2)貢 平26. 2. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
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   7802-0170-9 ポプリ薬局　上七軒店〒602-8326 075-462-1737株式会社ポプリ　代表奥村　めぐみ 平20. 9. 1調剤 薬局
     京都市上京区今出川通七本松東入常　勤:    1取締役　伊村　泰子 組織変更 現存
     西上善寺町１７９番地 (薬       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7902-0171-7 ポプリ薬局　上立売店〒602-8304 075-463-5671株式会社ポプリ　代表羽田野　文生 平20. 9. 1調剤 薬局
     京都市上京区千本通上立売下る作常　勤:    1取締役　伊村　泰子 組織変更 現存
     庵町５２２ (薬       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8002-0173-3 きらく堂薬局 〒602-8137 075-201-6333二松　晃 二松　晃 平20.12. 1調剤 薬局
     京都市上京区大黒町４４９－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8102-0174-1 ファルコ薬局　みのり〒602-8318 075-466-1616株式会社ファルコファ平岡　丈和 平21. 3.21調剤 薬局
     西陣店 京都市上京区老松町１０３－１１常　勤:    3ーマシーズ　代表取締 交代 現存
     ７ (薬       3)役　松原　宣正 平27. 3.21
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8202-0176-6 アイン薬局堀川店 〒602-0056 075-441-8083株式会社　アインメデ久保　勝裕 平21.10. 1調剤 薬局
     京都市上京区堀川通上立売下ル北常　勤:    5ィオ　代表取締役　佐 交代 現存
     舟橋町８４３ (薬       5)竹　辰幸 平27.10. 1
     非常勤:   26
     (薬      26)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8302-0177-4 リジョイス薬局　北野〒602-8386 075-467-8355株式会社　アインメデ森田　由樹 平21.10. 1調剤 薬局
     店 京都市上京区御前通今小路下ル馬常　勤:    4ィオ　代表取締役　佐 交代 現存
     喰町９１１－７ (薬       4)竹　辰幸 平27.10. 1
     非常勤:   25
     (薬      25)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8402-0179-0 新生薬局 〒602-0872 075-231-0743有限会社　新生薬局　鈴鹿　大介 平22. 3. 1調剤 薬局
     京都市上京区丸太町通河原町東入常　勤:    3代表取締役　鈴鹿　堯 新規 現存
     駒之町５３５番地の１ (薬       3) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8502-0181-6 さくら薬局　京都府立〒602-0857 075-231-3601クラフト株式会社　代池田　理恵 平22.12. 1調剤 薬局
     医大前店 京都市上京区河原町通広小路上ル常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     中御霊町４２１ (薬       2) 平28.12. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
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   8602-0183-2 メディオ薬局　御所東〒602-0824 075-255-3556株式会社メディオ薬局山本　あずさ 平24. 1. 1調剤 薬局
     店 京都市上京区今出川通寺町東入ル常　勤:    1　代表取締役　髙澤　 交代 現存
     一真町９１ (薬       1)貢 平30. 1. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8702-0184-0 なごみ薬局 〒602-8373 075-466-6111一般社団法人京都コム延岡　佐和子 平24. 7. 1調剤 薬局
     京都市上京区御前通仁和寺街道西常　勤:    4ファ　代表理事　小林 交代 現存
     入ル下横町２３０番地２ (薬       4)　知佐 平30. 7. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8802-0185-7 花ぐるま薬局 〒602-8305 075-432-1520一般社団法人京都コム細見　聖子 平24. 7. 1調剤 薬局
     京都市上京区千本通寺之内下ル花常　勤:    8ファ　代表理事　小林 交代 現存
     車町４９４番地 (薬       8)　知佐 平30. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8902-0186-5 調剤薬局ウィズ 〒602-8462 075-417-1310株式会社マーメイド　藤本　良子 平24.11. 1調剤 薬局
     京都市上京区浄福寺通今出川下る常　勤:    2代表取締役　松山　喜 新規 現存
     竪亀屋町２５７番２ (薬       2)範 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9002-0187-3 スギ薬局　千本店 〒602-8275 075-417-0170株式会社　スギ薬局　税所　孝一郎 平25. 1. 1調剤 薬局
     京都市上京区千本通下長者町上る常　勤:    1代表取締役　 原　栄 新規 現存
     革堂前之町１１６番地　１階 (薬       1)一 平25. 1. 1
     非常勤:   32
     (薬      32)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9102-0192-3 ポプリ薬局　智恵光院〒602-8261 075-406-1263株式会社ポプリ　代表米倉　雅代 平26.10. 1調剤 薬局
     店 京都市上京区中立売通智恵光院西常　勤:    1取締役　伊村　泰子 新規 現存
     入多門町４４５－９ (薬       1) 平26.10. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9202-0193-1 エムハート薬局　千本〒602-8307 075-417-1850株式会社ミック　代表細田　成美 平27. 8. 1調剤 薬局
     通店 京都市上京区千本通蘆山寺上る閻常　勤:    1取締役　中川　春原 新規 現存
     魔前町２４番地 (薬       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   9302-0194-9 薬局ダックス上京堀川〒602-0056 075-384-8810シミズ薬品株式会社　川久保　裕史 平27.10. 1調剤 薬局
     今出川店 京都市上京区堀川通今出川上ル北常　勤:    2代表取締役　本田　和 新規 現存
     舟橋町８５４番地プログレスふな(薬       2)之 平27.10. 1
     はし１Ｆ 非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9402-0195-6 アノン調剤薬局　堀川〒602-8141 075-813-0555松下　祐典 松下　祐典 平28. 4. 1調剤 薬局
     丸太町 京都市上京区上堀川町１１３ＡＲ常　勤:    2 新規 現存
     Ｍ　Ｆｉｒｓｔビル１階 (薬       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9502-0196-4 アイセイ薬局　千本今〒602-8321 075-466-2120株式会社　アイセイ薬向所　慶慈 平28.10. 1調剤 薬局
     出川店 京都市上京区今出川通千本西入南常　勤:    1局　代表取締役　藤井 交代 現存
     上善寺町１６５番地ＳＨＩＣＡＴ(薬       1)　江美 平28.10. 1
     ＡＤＯＵＺＥＢＬＤ１階 非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9602-0197-2 ミツワ薬局　今出川店〒602-0823 075-746-4580有限会社ミツワ薬局　井山　茂 平29. 3. 1調剤 薬局
     京都市上京区今出川通出町西入上常　勤:    4代表取締役　山田　美 新規 現存
     る三芳町１５８番地ハウス今出川(薬       4)智子 平29. 3. 1
     １階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9702-0198-0 ここから薬局 〒602-8449 075-451-3220株式会社ここから薬局佐藤　加津美 平29. 3. 1調剤 薬局
     京都市上京区中筋通大宮西入横大常　勤:    1　代表取締役　佐藤　 移転 現存
     宮町１９２番１ (薬       1)加津美 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9802-0199-8 福屋薬局 〒602-0898 075-415-7033福田　仁 福田　仁 平29. 5. 1調剤 薬局
     京都市上京区今出川通烏丸東入相常　勤:    1 新規 現存
     国寺門前町６４７番地１ (薬       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9902-0200-4 かめちゃんの薬局 〒602-0821 075-748-1534有限会社ＣＬＧホール亀田　泰弘 平29. 4. 1調剤 薬局
     京都市上京区出町通桝形上ル後藤常　勤:    1ディングス　代表取締 交代 現存
     町１８９番地１ラ・ポン・アオイ(薬       1)役　阪本　史后 平29. 4. 1
     １階 非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10002-0201-2 めぐ薬局 〒602-0055 075-415-7825株式会社日栄　代表取加藤　知子 平29. 6. 1調剤 薬局
     京都市上京区堀川通今出川上る南常　勤:    2締役　亀井　竜夫 交代 現存
     舟橋町３８２番地三井ビル１階 (薬       2) 平29. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  10102-0202-0 しばはら薬局 〒602-8123 075-406-0938芝原　由典 芝原　由典 平29. 9. 1調剤 薬局
     京都市上京区下立売通黒門西入橋常　勤:    1 新規 現存
     西二町目６５１番地２　シモン堀(薬       1) 平29. 9. 1
     川１階 非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10202-0203-8 なぎさ薬局　京都北野〒602-8386 075-354-6828寛一商店株式会社　代田中　史子 平29.10. 1調剤 薬局
     店 京都市上京区御前通今小路下る馬常　勤:    3表取締役　瀬川　安紀 新規 現存
     喰町９１１番地３９　１階 (薬       3)子 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10302-0204-6 ほりかわゆう薬局 〒602-8222 075-417-2723株式会社ゆうホールデ緒方　俊樹 平29.10. 1調剤 薬局
     京都市上京区堀川通一条上る晴明常　勤:    1ィングス　代表取締役 移転 現存
     町８１１番地 (薬       1)　宇野　充俊 平29.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10402-0205-3 ファン薬局　西陣店 〒602-8319 075-354-6981株式会社ファンメディ山本　信行 平29.12. 1調剤 薬局
     京都市上京区五辻通六軒町西入溝常　勤:    6カル　代表取締役　 新規 現存
     前町１０３番地１３ (薬       6)田　稔夫 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10502-0206-1 ふたば薬局 〒602-8026 075-231-1161株式会社テラ・ヘルス芳村　善幸 平29.12. 1調剤 薬局
     京都市上京区新町通丸太町上る春常　勤:    1プロモーション　代表 交代 現存
     帯町３４４番地２折坂ビル１Ｆ (薬       1)取締役　赤松　優仁 平29.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10602-0207-9 寺の内ゆう薬局 〒602-0015 075-441-8800株式会社ゆうホールデ中川　惠美子 平30. 4. 1調剤 薬局
     京都市上京区室町通寺ノ内上る下常　勤:    1ィングス　代表取締役 交代 現存
     柳原南半町２４０番地１　カーナ(薬       1)　宇野　充俊 平30. 4. 1
     ハイツ１階１Ｆ号室 非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10702-0208-7 府庁前ゆう薬局 〒602-8026 075-213-7080株式会社ゆうホールデ水谷　俊貴 平30. 4. 1調剤 薬局
     京都市上京区新町通丸太町上る春常　勤:    1ィングス　代表取締役 交代 現存
     帯町３４８番地 (薬       1)　宇野　充俊 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  10802-0209-5 オーツカ調剤薬局府立〒602-0857 075-252-0878株式会社ココカラファ田尻　ユカリ 平30. 5. 1調剤 薬局
     医大前店 京都市上京区河原町通広小路上る常　勤:    2インヘルスケア　代表 交代 現存
     中御霊町４１９番地２ (薬       2)取締役　塚本　厚志 平30. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10902-0210-3 第一薬局 〒602-8032 075-241-2555株式会社ゆうホールデ中山　千尋 平30. 5. 1調剤 薬局
     京都市上京区西洞院通丸太町上る常　勤:    6ィングス　代表取締役 交代 現存
     夷川町３８８番地３京都ＧＣビル(薬       6)　宇野　充俊 平30. 5. 1
     １Ｆ 非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11003-0028-7 中島薬局 〒604-8841 中島　達夫 中島　達夫 昭38.11. 1調剤 薬局
     京都市中京区壬生東土居ノ内町１常　勤:    1 新規 現存
     ０ (薬       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11103-0068-3 佐々浪薬局 〒604-8027 075-221-3373株式会社　佐々浪ファ佐々浪　千賀子 平 8. 6. 1調剤 薬局
     京都市中京区河原町通蛸薬師下ル常　勤:    2ーマシー　代表取締役 新規 現存
     塩屋町３２９ (薬       2)　佐々浪　元彦 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11203-0082-4 株式会社　平安堂薬局〒604-8036 075-221-0932株式会社　平安堂薬局東　民子 平 8. 3. 9調剤 薬局
     京都市中京区三条通河原町西入石常　勤:    2　代表取締役　東　民 新規 現存
     橋町１４ (薬       2)子 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11303-0088-1 株式会社宮秋養元堂薬〒604-8032 075-221-0356株式会社　宮秋養元堂宮秋　昭 平 7. 3. 3調剤 薬局
     局 京都市中京区河原町通三条下ル２常　勤:    2薬局　代表取締役　宮 新規 現存
     丁目山崎町２５２ (薬       2)秋　昭 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11403-0093-1 寿屋中島薬局 〒604-8375 075-841-4155中嶋　一郎 中嶋　一郎 昭57. 1. 5調剤 薬局
     京都市中京区西ノ京池ノ内町４ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11503-0100-4 白数薬局京都店 〒604-8467 075-461-1473有限会社　白数薬局京土井　邦子 平 5.10.29調剤 薬局
     京都市中京区西ノ京大炊御門町８常　勤:    1都店　代表取締役　土 新規 現存
     －４ (薬       1)井　廣明 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  11603-0119-4 有限会社　上野薬局 〒604-8115 075-212-0341有限会社　上野薬局　上野　孝子 平 9. 5. 2調剤 薬局
     京都市中京区蛸薬師通堺町西入ル常　勤:    2上野　誠十郎 新規 現存
     雁金町３７４ (薬       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11703-0120-2 有限会社みくら薬局 〒604-8166 075-255-3693有限会社みくら薬局　木島　早苗 平 9. 7.30調剤 薬局
     京都市中京区三条通室町東入御倉常　勤:    1代表取締役　木島　早 移転 現存
     町６３ (薬       1)苗 平30. 1. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11803-0126-9 Ｐ・Ｄ・Ｐメディカル〒604-8491 075-812-0861有限会社　みだい　代山添　久美 平10. 5.25調剤 薬局
     丸太町薬局 京都市中京区西ノ京左馬寮町１－常　勤:    1表取締役　川口　照子 新規 現存
     １４グローバルスクエアビル１Ｆ(薬       1) 平28. 5.25
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11903-0127-7 株式会社ササキ薬局 〒604-8423 075-841-1347株式会社ササキ薬局　佐々木　悦子 平10. 7.17調剤 薬局
     京都市中京区西ノ京西月光町４２常　勤:    1代表取締役　佐々木　 移転 現存
     番地 (薬       1)健次 平28. 7.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12003-0129-3 ペガサス京都薬局 〒604-0841 075-254-6123株式会社　ペガサスメ阿佐　侑希 平11. 8. 1調剤 薬局
     京都市中京区車屋町通二条下ル仁常　勤:    6ディカル　代表取締役 新規 現存
     王門突抜町３１８ (薬       6)　佐藤　恭永 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12103-0132-7 山田薬品株式会社　山〒604-8851 075-802-3156山田薬品株式会社　代山田　泰造 平12. 8.17調剤 薬局
     田薬局 京都市中京区壬生上大竹町１９番常　勤:    1表取締役　山田　泰造 移転 現存
     地 (薬       1) 平24. 8.17
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12203-0133-5 ココカラファイン薬局〒604-8846 075-325-5295株式会社ココカラファ林　香穂里 平12.10. 1調剤 薬局
     　壬生店 京都市中京区壬生西檜町８番地　常　勤:    1イン　ヘルスケア　代 新規 現存
     アソルティ西院１階 (薬       1)表取締役　塚本　厚志 平24.10. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12303-0134-3 しらさぎ薬局 〒604-8823 075-326-2701有限会社ティー・ワイ森下　浩行 平12.11. 1調剤 薬局
     京都市中京区壬生松原町５４番地常　勤:    2・プラン　代表取締役 新規 現存
     ３７ (薬       2)　吉川　亨 平24.11. 1
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  12403-0140-0 ファーマシィ中央薬局〒604-8845 075-323-6378株式会社ファーマシィ緒方　千賀子 平14. 3. 1調剤 薬局
     京都市中京区壬生東高田町４４番常　勤:    1　代表取締役　武田　 新規 現存
     地１号 (薬       1)宏 平26. 3. 1
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12503-0146-7 ダイガク薬局むろまち〒604-8156 075-256-8868株式会社アピオス　代堀　正利 平15.10. 1調剤 薬局
     京都市中京区室町通蛸薬師下ル山常　勤:    1表取締役　渡邊　大記 新規 現存
     伏山町５３９番地ＴＯＰＳ京都本(薬       1) 平27.10. 1
     社ビル１階 非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12603-0150-9 アイランド薬局　御前〒604-8845 075-311-1189アポロメディカルホー小嶋　祐也 平16. 6. 1調剤 薬局
     店 京都市中京区五条通御前東壬生東常　勤:    1ルディングス株式会社 交代 現存
     高田町６１ (薬       1)　代表取締役　我妻　 平28. 6. 1
     非常勤:    9照男
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12703-0154-1 すずらん薬局　二条店〒604-8381 075-813-2320株式会社スリーエス　山崎　祐子 平17. 6. 1調剤 薬局
     京都市中京区西ノ京職司町６９番常　勤:    1代表取締役　岩田　庄 新規 現存
     地１ (薬       1)司 平29. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12803-0155-8 みくら薬局　烏丸御池〒604-0845 075-221-0275有限会社　みくら薬局齊藤　哲也 平18. 3. 1調剤 薬局
     店 京都市中京区烏丸通御池上る二条常　勤:    1　代表取締役　木島　 新規 現存
     殿町５４６ＮＴ都ビル１０１号室(薬       1)早苗 平30. 3. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12903-0156-6 阪神調剤薬局　二条店〒604-8415 075-803-2961株式会社　阪神調剤薬髙谷　朋広 平18. 3. 1調剤 薬局
     京都市中京区西ノ京東栂尾町３番常　勤:    7局　代表取締役　岩崎 新規 現存
     地ＪＲ二条駅ＮＫビル１階 (薬       7)　壽毅 平30. 3. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13003-0159-0 スマイル薬局　二条店〒604-8381 075-821-7275ビックリー株式会社　上田　武司 平18. 9. 1調剤 薬局
     京都市中京区西ノ京職司町２－３常　勤:    2代表取締役　保井　芳 新規 現存
     ＩＭＰＡＣＴ　ＩＫＵ　１階 (薬       2)昭 平24. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  13103-0160-8 延寿堂薬局 〒604-0931 075-251-2821株式会社　延寿堂　代近藤　亮 平18. 9. 1調剤 薬局
     京都市中京区二条通寺町東入榎木常　勤:    1表取締役　近藤　亮 その他 現存
     町９５－１延寿堂第２ビル１・２(薬       1) 平24. 9. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13203-0163-2 メディオ薬局　御所南〒604-0814 075-256-8511株式会社　メディオ薬青木　貴子 平19. 5. 1調剤 薬局
     店 京都市中京区東洞院通二条上ル壺常　勤:    4局　代表取締役　髙澤 新規 現存
     屋町５１６番地安部ビル１階 (薬       4)　貢 平25. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13303-0165-7 翔ペガサス御所南薬局〒604-0933 075-254-7676辻　忍 辻　忍 平20. 4. 1調剤 薬局
     京都市中京区御幸町通二条下ル山常　勤:    1 交代 現存
     本町４３７－３坂部御幸町ビル１(薬       1) 平26. 4. 1
     Ｆ 非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13403-0167-3 チカタ薬局 〒604-8331 075-841-2048株式会社チカタ薬局　近田　厚子 平20. 7.31調剤 薬局
     京都市中京区三条通大宮東入ル御常　勤:    1代表取締役　近田　厚 移転 現存
     供町２７９番地 (薬       1)子 平26. 7.31
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13503-0168-1 スギ薬局　四条大宮店〒604-8811 075-813-8320株式会社スギ薬局　代芝田　聡 平20. 9. 1調剤 薬局
     京都市中京区壬生賀陽御所町３番常　勤:    1表取締役　 原　栄一 交代 現存
     地３ドルミ四条大宮１階 (薬       1) 平26. 9. 1
     非常勤:   22
     (薬      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13603-0169-9 スギ薬局　円町店 〒604-8463 075-813-7689株式会社スギ薬局　代杉左近　眞千子 平20. 9. 1調剤 薬局
     京都市中京区西ノ京円町２９－３常　勤:    1表取締役　 原　栄一 交代 現存
     (薬       1) 平26. 9. 1
     非常勤:   25
     (薬      25)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13703-0171-5 スギ薬局　京都市役所〒604-8006 075-256-8722株式会社スギ薬局　代 平20.10. 1調剤 薬局
     前店 京都市中京区河原町通二条下る二常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     丁目下丸屋町３９７番地　Ｙ．Ｊ(薬       1) 平26.10. 1
     ．Ｋ．ビル１階 非常勤:   27
     (薬      27)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  13803-0172-3 橘調剤薬局 〒604-0802 075-241-9727株式会社ミルキーファ新井　莊夫 平20.11. 1調剤 薬局
     京都市中京区堺町通竹屋町上ル橘常　勤:    2ーマシー　代表取締役 新規 現存
     町８２番地２ＴＫＨビルディング(薬       2)　松山　喜範 平26.11. 1
     １Ｆ 非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13903-0175-6 クルミ薬局 〒604-8425 075-822-6650株式会社ミルキーファ山口　翔 平21.10. 1調剤 薬局
     京都市中京区西ノ京銅駝町７５番常　勤:    3ーマシー　代表取締役 新規 現存
     地１の２ (薬       3)　松山　喜範 平27.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14003-0176-4 翔薬局おいけ店 〒604-0943 075-256-8016辻　忍 松下　芙由子 平22. 3. 1調剤 薬局
     京都市中京区麸屋町通御池上ル上常　勤:    1 新規 現存
     白山町２６４－１岩佐ビル１Ｆ (薬       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14103-0177-2 翔薬局御幸町店 〒604-0962 075-253-1950辻　洋子 竹嶋　宏美 平22. 3.25調剤 薬局
     京都市中京区御幸町通夷川下る達常　勤:    1 新規 現存
     磨町５９０小池ビル１Ｆ (薬       1) 平28. 3.25
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14203-0178-0 やすゐ薬局　大黒店 〒604-0014 075-231-6955株式会社やすゐ　代表安井　敏貴 平22. 5. 1調剤 薬局
     京都市中京区釜座通夷川下る大黒常　勤:    2取締役　安井　敏貴 組織変更 現存
     町６８２ (薬       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14303-0179-8 中島薬局東店 〒604-8832 075-313-9070中島　幸代 中島　幸代 平22. 9. 1調剤 薬局
     京都市中京区壬生下溝町５７－４常　勤:    1 新規 現存
     ７ (薬       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14403-0181-4 たんぽぽ薬局　五条御〒604-8845 075-326-2771たんぽぽ薬局株式会社松本　百合 平22. 9.13調剤 薬局
     前店 京都市中京区壬生東高田町４５番常　勤:   10　代表取締役　松野　 その他 現存
     ６ (薬      10)英子 平28. 9.13
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  14503-0182-2 スギ薬局　寺町店 〒604-8071 075-254-7118株式会社　スギ薬局　山口　美恵 平23. 3. 1調剤 薬局
     京都市中京区寺町通三条下る永楽常　勤:    1代表取締役　 原　栄 新規 現存
     町２３４番地ＳＫビル１階 (薬       1)一 平29. 3. 1
     非常勤:   20
     (薬      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14603-0183-0 ファルコはやぶさ薬局〒604-0825 075-741-6181株式会社ファルコファ髙山　尚久 平23. 3. 1調剤 薬局
     　烏丸御池店 京都市中京区御池通柳馬場西入御常　勤:    2ーマシーズ　代表取締 新規 現存
     所八幡町２３１番地ＳＨＩＣＡＴ(薬       2)役　松原　宣正 平29. 3. 1
     Ａ　ＱＵＡＴＯＲＺＥ　ＢＬＤＧ非常勤:    3
     １階 (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14703-0187-1 ファルコはやぶさ薬局〒604-8152 075-708-7712株式会社ファルコファ儀賀　ゆかり 平23.10. 1調剤 薬局
     　四条烏丸店 京都市中京区烏丸通蛸薬師下る手常　勤:    2ーマシーズ　代表取締 新規 現存
     洗水町６５２番地親友会烏丸ビル(薬       2)役　松原　宣正 平29.10. 1
     １Ｆ 非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14803-0188-9 スギ薬局　二条店 〒604-8383 075-813-1371株式会社スギ薬局　代橋本　智恵 平24. 2. 1調剤 薬局
     京都市中京区西ノ京小堀町１番地常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     ４ (薬       1) 平30. 2. 1
     非常勤:   35
     (薬      35)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14903-0189-7 スマイル薬局池須店 〒604-8216 075-741-8769ビックリー株式会社　當銘　聡子 平24. 3. 1調剤 薬局
     京都市中京区西洞院通六角下る池常　勤:    3代表取締役　保井　芳 新規 現存
     須町４０８－３ (薬       3)昭 平30. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15003-0191-3 コスモス薬局 〒604-8454 075-821-8080一般社団法人京都コム木下　立 平24. 7. 1調剤 薬局
     京都市中京区西ノ京小堀池町１８常　勤:   15ファ　代表理事　小林 交代 現存
     番７ (薬      15)　知佐 平30. 7. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15103-0192-1 ファルコ薬局　花園藤〒604-8455 075-366-8500株式会社ファルコファ成松　祥子 平24. 8. 1調剤 薬局
     ノ木店 京都市中京区西ノ京藤ノ木町１１常　勤:    1ーマシーズ　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　松原　宣正 平24. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  15203-0195-4 ファルコはやぶさ薬局〒604-8217 075-746-3021株式会社ファルコファ林　綾香 平25. 5. 1調剤 薬局
     　新町六角店 京都市中京区六角通新町西入西六常　勤:    1ーマシーズ　代表取締 新規 現存
     角町１１２ (薬       1)役　松原　宣正 平25. 5. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15303-0196-2 おりーぶ薬局　六角店〒604-8205 075-746-3548有限会社Ｍ２　代表取正井　尚美 平25. 5. 1調剤 薬局
     京都市中京区新町通三条下る三条常　勤:    1締役　正井　尚樹 新規 現存
     町３４９－２くろちく六角ビル１(薬       1) 平25. 5. 1
     Ｆ 非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15403-0198-8 保生堂薬局 〒604-0091 075-231-3397株式会社保生堂　代表田中　治美 平25. 4.30調剤 薬局
     京都市中京区丸太町通釜座東入梅常　勤:    5取締役　田中　治美 移転 現存
     屋町１７７番地 (薬       5) 平25. 4.30
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15503-0203-6 阪神調剤薬局　丸太町〒604-8402 075-803-6245株式会社阪神調剤薬局竹家　広志 平26. 1. 1調剤 薬局
     店 京都市中京区聚楽廻西町１８２番常　勤:    4　代表取締役　岩崎　 新規 現存
     地４ (薬       4)壽毅 平26. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15603-0204-4 あんず薬局 〒604-8402 075-822-6330有限会社メディカルア守本　真人 平26. 1. 1調剤 薬局
     京都市中京区聚楽廻西町１８１－常　勤:    4ンズ　代表取締役　朝 移転 現存
     ５サンマンション１階 (薬       4)山宏子 平26. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15703-0205-1 平塚薬局　三条高倉 〒604-8132 075-746-5321株式会社平塚薬局　代蚊谷　麻依 平26. 4. 1調剤 薬局
     京都市中京区高倉通三条下る丸屋常　勤:    2表取締役　平塚　正寛 新規 現存
     町１５９番地１ボナール三条高倉(薬       2) 平26. 4. 1
     　１Ｆ 非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15803-0206-9 ジャパンファーマシー〒604-0091 075-229-6902株式会社　ジャパンフ増田　康剛 平26. 5. 1調剤 薬局
     薬局　府庁前店 京都市中京区丸太町通西洞院東入常　勤:    2ァーマシー　代表取締 新規 現存
     梅屋町１７１番地カマンザビル１(薬       2)役　前田　光男 平26. 5. 1
     階 非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  15903-0208-5 オレンジ薬局　聚楽店〒604-8411 075-813-5790株式会社プチファーマ丸尾　和也 平26. 8. 1調剤 薬局
     京都市中京区聚楽廻南町３０－１常　勤:    1シスト　代表取締役　 新規 現存
     ３ (薬       1)柳生　美江 平26. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16003-0209-3 壬生ゆーあい薬局 〒604-8845 075-322-0282株式会社ユーアイファ腰山　節子 平26.10. 1調剤 薬局
     京都市中京区壬生東高田町２７－常　勤:    1ーマシー　代表取締役 新規 現存
     １ (薬       1)　内海　直彦 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16103-0211-9 薬局はなファーマシー〒604-0867 075-257-8011株式会社はなファーマ浦﨑　敦子 平27. 2. 1調剤 薬局
     　烏丸丸太町 京都市中京区丸太町通烏丸西入常常　勤:    2シー曳舟　代表取締役 新規 現存
     真横町１９６深井ビル１Ｆ (薬       2)　渡邊　岳人 平27. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16203-0212-7 まるや薬局 〒604-8132 075-744-0072株式会社いしくら　代石蔵　るみ子 平28. 1. 1調剤 薬局
     京都市中京区高倉通三条下る丸屋常　勤:    1表取締役　石藏　利明 組織変更 現存
     町１６６番地２ (薬       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16303-0214-3 ウエルシア薬局京都河〒604-8026 075-253-6351ウエルシア薬局株式会 田　幸代 平28. 7.27調剤 薬局
     原町ＯＰＡ店 京都市中京区河原町通四条上る米常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     屋町３８５番地河原町ＯＰＡ地下(薬       1)　秀晴 平28. 7.27
     １階 非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16403-0215-0 スカイ薬局 〒604-8466 075-462-0734株式会社Ｔ．Ｈ．メデ杉山　喜一 平28.10. 1調剤 薬局
     京都市中京区西ノ京南大炊御門町常　勤:    1ィック　代表取締役　 新規 現存
     ８阪急オアシス円町店２Ｆ (薬       1)北西　弘佳 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16503-0217-6 アイセイ薬局　烏丸御〒604-0837 075-231-1166株式会社　アイセイ薬宮嶌　優美子 平28.10. 1調剤 薬局
     池店 京都市中京区東洞院通二条下る瓦常　勤:   13局　代表取締役　藤井 交代 現存
     之町３８７番地４シンフォニア御(薬      13)　江美 平28.10. 1
     池１Ｆ 非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  16603-0218-4 薬局ダックス京都御池〒604-8207 075-708-3070シミズ薬品株式会社　中井　千晴 平28.12. 1調剤 薬局
     店 京都市中京区御池通烏丸西入ル神常　勤:    1代表取締役　本田　和 新規 現存
     明町６８番地 (薬       1)之 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16703-0219-2 スギ薬局四条河原町店〒604-8027 075-708-7441株式会社スギ薬局　代松岡　奈穂 平29. 1. 1調剤 薬局
     京都市中京区河原町通蛸薬師下る常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     塩屋町３４３番地１ (薬       1) 平29. 1. 1
     非常勤:   40
     (薬      40)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16803-0220-0 アイン薬局西大路五条〒604-8845 075-312-8257株式会社アインファー小川　剛史 平29. 3. 1調剤 薬局
     店 京都市中京区壬生東高田町２番地常　勤:    1マシーズ　代表取締役 交代 現存
     ２プェネリジェール西五条Ⅱ１０(薬       1)　大石　美也 平29. 3. 1
     １ 非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16903-0221-8 スマイル薬局丸太町高〒604-0881 075-231-3161株式会社メタルファー植田　悠莉 平29. 3. 1調剤 薬局
     倉店 京都市中京区高倉通竹屋町上る坂常　勤:    1マシー　代表取締役　 交代 現存
     本町６８６番地２マルタカビル１(薬       1)川野　義光 平29. 3. 1
     Ｆ 非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17003-0223-4 調剤薬局かりん 〒604-8412 075-406-5285株式会社ミルキーファ三木　康史 平29. 5. 1調剤 薬局
     京都市中京区西ノ京南聖町１３番常　勤:    2ーマシー　代表取締役 新規 現存
     地２階 (薬       2)　松山　喜範 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17103-0224-2 あい薬局 〒604-8472 075-813-5881株式会社日栄　代表取福島　望 平29. 6. 1調剤 薬局
     京都市中京区西ノ京北壺井町６８常　勤:    1締役　亀井　竜夫 交代 現存
     番地サーティフル新二条１Ｆ (薬       1) 平29. 6. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17203-0225-9 あい薬局　壬生店 〒604-8844 075-326-3395株式会社日栄　代表取荒川　崇 平29. 6. 1調剤 薬局
     京都市中京区壬生桧町１３番地１常　勤:    1締役　亀井　竜夫 交代 現存
     １ (薬       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  17303-0226-7 あい薬局　錦店 〒604-8126 075-253-6439株式会社日栄　代表取寺田　佳世 平29. 6. 1調剤 薬局
     京都市中京区高倉通錦小路上る貝常　勤:    1締役　亀井　竜夫 交代 現存
     屋町５５８番地澤田ビル１Ｆ (薬       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17403-0227-5 オーツカ　市立病院前〒604-8845 075-323-5355株式会社ココカラファ岡田　尚樹 平29. 7. 1調剤 薬局
     薬局 京都市中京区壬生東高田町６２番常　勤:    1インヘルスケア　代表 交代 現存
     地 (薬       1)取締役　塚本　厚志 平29. 7. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17503-0228-3 クルミ薬局２号店 〒604-8426 075-813-5001株式会社マーメイド　川島　右嗣 平29.10. 1調剤 薬局
     京都市中京区西ノ京船塚町１０番常　勤:    1代表取締役　松山　喜 新規 現存
     １Ｔｅｎｋｙｕビル２階 (薬       1)範 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17603-0229-1 アイセイ薬局　第２烏〒604-0837 075-255-7751株式会社アイセイ薬局岡野　裕子 平29.12. 1調剤 薬局
     丸御池店 京都市中京区東洞院通二条下る瓦常　勤:    3　代表取締役　藤井　 新規 現存
     之町３９７番地１１階 (薬       3)江美 平29.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17703-0230-9 御前ゆう薬局 〒604-8845 075-326-4501株式会社ユーピーディ玉川　雅昭 平30. 4. 1調剤 薬局
     京都市中京区壬生東高田町４３番常　勤:    1ー　代表取締役　宇野 交代 現存
     地６ノザキビル１Ｆ (薬       1)　進 平30. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17803-0231-7 御所南ゆう薬局 〒604-0904 075-741-6011株式会社ユーピーディ山下　弘子 平30. 4. 1調剤 薬局
     京都市中京区新椹木町通竹屋町上常　勤:    1ー　代表取締役　宇野 交代 現存
     る西革堂町１８４番地オクムラビ(薬       1)　進 平30. 4. 1
     ル１Ｆ 非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17903-0232-5 千本丸太町ゆう薬局 〒604-8402 075-803-0036株式会社ユーピーディ米村　麻子 平30. 4. 1調剤 薬局
     京都市中京区聚楽廻西町１８２番常　勤:    1ー　代表取締役　宇野 交代 現存
     地８ (薬       1)　進 平30. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  18003-0233-3 西大路御池ゆう薬局 〒604-8437 075-803-3981株式会社ユーピーディ伊藤　紀行 平30. 4. 1調剤 薬局
     京都市中京区西ノ京東中合町１１常　勤:    1ー　代表取締役　宇野 交代 現存
     番地 (薬       1)　進 平30. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18103-0235-8 太子道ゆう薬局 〒604-8483 075-813-0061株式会社ユーピーディ土山　真知 平30. 4. 1調剤 薬局
     京都市中京区西ノ京南上合町７２常　勤:    1ー　代表取締役　宇野 交代 現存
     番地 (薬       1)　進 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18203-0236-6 烏丸御池ゆう薬局 〒604-8172 075-254-8282株式会社ユーピーディ池上　彩子 平30. 4. 1調剤 薬局
     京都市中京区烏丸通姉小路下る場常　勤:    1ー　代表取締役　宇野 交代 現存
     之町５９９番地ＣＵＢＥ　ＯＩＫ(薬       1)　進 平30. 4. 1
     Ｅ７階西号室 非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18303-0237-4 ろっかくゆう薬局 〒604-8147 075-254-5285株式会社ユーピーディ片岡　礼奈 平30. 4. 1調剤 薬局
     京都市中京区東洞院通六角下る御常　勤:    1ー　代表取締役　宇野 交代 現存
     射山町２６０番地ロイヤルプラザ(薬       1)　進 平30. 4. 1
     １階 非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18404-0002-0 ミヤコ薬局 〒600-0000 池田　龍 池田　龍 昭38.11. 1 薬局
     京都市下京区西七条月読町１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18504-0089-7 松井薬局 〒600-8146 075-371-4193株式会社　新星堂　代松井　さゆり 平 5. 8.31調剤 薬局
     京都市下京区七条通河原町西入材常　勤:    1表取締役　松井　常孝 新規 現存
     木町４７８ (薬       1) 平29. 1. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18604-0107-7 有限会社　イノウエ薬〒600-8091 075-351-3660有限会社イノウエ薬局井上　雅博 平 5. 8.15調剤 薬局
     局 京都市下京区東洞院通四条下ル元常　勤:    1　代表取締役　井上　 新規 現存
     悪王子町３９－１ (薬       1)雅博 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18704-0110-1 薬膳薬局 〒600-8882 075-321-1890有限会社ヤクゼン　代鄭　傳久 平 6. 6.18調剤 薬局
     京都市下京区西七条比輪田町３９常　勤:    1表取締役　秋田　修男 新規 現存
     －４ (薬       1)（鄭　傳久） 平30. 1. 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30年 6月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    26 頁

  18804-0112-7 カワモト薬局　七条店〒600-8872 075-311-2521株式会社カワモト　代河本　里鶴 平 8. 4.20調剤 薬局
     京都市下京区西七条南東野町１７常　勤:    3表取締役　河本　洪基 新規 現存
     ０ (薬       3) 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18904-0117-6 セントラル薬局 〒600-8844 315-2772 田中　雅博 田中　雅博 平 7. 7.19 薬局
     京都市下京区朱雀裏畑町１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19004-0118-4 ヒロセ薬局 〒600-8375 841-9013 広瀬　紘一 広瀬　紘一 平 7. 6.22 薬局
     京都市下京区五条通大宮西入下長常　勤:    1 新規 現存
     福寺町２７９ (薬       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19104-0124-2 有限会社みぶ薬局 〒600-8805 075-344-7929有限会社　みぶ薬局　出水　正俊 平 9. 7.15調剤 薬局
     京都市下京区中堂寺鍵田町４ 常　勤:    1取締役　北川　浩 新規 現存
     (薬       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19204-0130-9 西洞院ミント調剤薬局〒600-8329 075-342-3918有限会社ファルマーク今村　常昭 平10. 8. 7調剤 薬局
     京都市下京区西洞院通北小路上ル常　勤:    1　西村　卓嗣 新規 現存
     鍛冶屋町４３９ (薬       1) 平28. 8. 7
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19304-0131-7 ダイガク薬局 〒600-8472 075-351-7105株式会社アピオス　代渡邊　則子 平10.10. 1調剤 薬局
     京都市下京区西洞院通四条下る妙常　勤:    1表取締役　渡 　大記 組織変更 現存
     伝寺町７０２番地 (薬       1) 平28.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19404-0133-3 株式会社クローバ薬局〒600-8267 075-342-5411株式会社クローバ薬局疋田　美加 平11. 4. 1調剤 薬局
     大宮店 京都市下京区大宮通七条下ル御器常　勤:    3　代表取締役　疋田　 新規 現存
     屋町６６番地１ (薬       3)美加 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19504-0135-8 おひさま薬局 〒600-8388 075-822-9623有限会社おひさま薬局岩倉　正典 平11. 7. 1調剤 薬局
     京都市下京区高辻通リ大宮西入坊常　勤:    1　代表取締役　岩倉　 新規 現存
     門町８３０番地６ (薬       1)正典 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  19604-0136-6 高倉薬局 〒600-8092 075-341-5941野原　光子 田邊　敦子 平11. 7. 6調剤 薬局
     京都市下京区高倉通綾小路下ル神常　勤:    2 交代 現存
     明町２３０番地６ (薬       2) 平29. 7. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19704-0137-4 大宮薬局 〒600-8377 075-821-3357有限会社　大宮薬局　松野　裕 平11. 9. 1調剤 薬局
     京都市下京区大宮通松原下る上五常　勤:    1代表取締役　松野　裕 移転 現存
     条町３９９の２ (薬       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19804-0141-6 ダイガク薬局　四条 〒600-8441 075-353-1308株式会社アピオス　代鍵村　和伸 平14. 6. 1調剤 薬局
     京都市下京区新町通四条下る四条常　勤:    1表取締役　渡 　大記 新規 現存
     町３４３番地の１　タカクラビル(薬       1) 平26. 6. 1
     １階 非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19904-0143-2 松井調剤薬局　とうい〒600-8224 075-351-4193有限会社　ファーマベ小西　慶子 平14.10.13調剤 薬局
     ん 京都市下京区西洞院通七条下ル東常　勤:    1スト　代表取締役　松 移転 現存
     町５８１ (薬       1)井　さゆり 平26.10.13
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20004-0144-0 サンプラザ薬局京都駅〒600-8216 075-365-3353株式会社　サンプラザ立石　まゆみ 平15. 1. 1調剤 薬局
     前 京都市下京区西洞院塩小路東入東常　勤:    7加地　代表取締役　加 交代 現存
     塩小路町８４１－１５ (薬       7)地　尚子 平27. 1. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20104-0146-5 あかね薬局 〒600-8314 075-342-0718株式会社セピア　代表中川原　諭 平15. 7. 1調剤 薬局
     京都市下京区若宮通六条下ル若宮常　勤:    1取締役　門脇　吉弘 新規 休止
     町５５３－５５１ (薬       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20204-0150-7 阪神調剤薬局　京都南〒600-8876 075-326-3975株式会社　阪神調剤薬 口　大資 平16. 4. 1調剤 薬局
     店 京都市下京区西七条南中野町１２常　勤:    4局　代表取締役　岩崎 新規 現存
     番地 (薬       4)　壽毅 平28. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  20304-0151-5 薬局マツモトキヨシ京〒600-8004 075-211-9566株式会社　マツモトキ崔　高大（山本高大）平16. 4. 1調剤 薬局
     都四条通り店 京都市下京区麸屋町通四条下ル奈常　勤:    5ヨシ　代表取締役　大 新規 現存
     良物町３５９番地 (薬       5)田　貴雄 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20404-0152-3 ファルコはやぶさ薬局〒600-8876 075-326-2930株式会社ファルコファ竹内　麻耶 平16. 4. 1調剤 薬局
     七条店 京都市下京区西七条南中野町１１常　勤:    2ーマシーズ　代表取締 新規 現存
     番地 (薬       2)役　松原　宣正 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20504-0158-0 調剤薬局マリーン河原〒600-8146 075-353-8777株式会社　ミルキーフ櫻井　麻美子 平19. 1. 1調剤 薬局
     町店 京都市下京区七条河原町東入材木常　勤:    6ァーマシー　代表取締 新規 現存
     町４５６番３ (薬       6)役　松山　喜範 平25. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20604-0160-6 西村薬局 〒600-8029 075-351-3747西村薬局　株式会社　西村　卓嗣 平19. 4. 1調剤 薬局
     京都市下京区河原町通五条上る 常　勤:    1代表取締役　西村　卓 移転 現存
     (薬       1)嗣 平25. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20704-0161-4 松井薬局アルファ店 〒600-8211 075-361-4193株式会社新星堂　代表木村　任志 平19. 9.25調剤 薬局
     京都市下京区七条通烏丸東入真苧常　勤:    3取締役　松井　常孝 その他 現存
     屋町２０８－２ (薬       3) 平25. 9.25
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20804-0164-8 スギ薬局西大路店 〒600-8863 075-325-1251株式会社スギ薬局　代山田　南雄 平21. 6. 1調剤 薬局
     京都市下京区七条御所ノ内本町９常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     ３番地 (薬       1) 平27. 6. 1
     非常勤:   22
     (薬      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20904-0166-3 大西調剤薬局 〒600-8861 075-322-8836株式会社　大西調剤薬大西　宏 平21. 9. 1調剤 薬局
     京都市下京区七条御所ノ内北町８常　勤:    1局　代表取締役　大西 組織変更 現存
     ４番地ニューインダストリービル(薬       1)　宏 平27. 9. 1
     １Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  21004-0167-1 アイン薬局島原店 〒600-8821 075-361-1777株式会社　アインメデ多田　真美 平21.10. 1調剤 薬局
     京都市下京区小坂町１６－２壬生常　勤:    3ィオ　代表取締役　佐 交代 現存
     川ビル１階 (薬       3)竹　辰幸 平27.10. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21104-0168-9 アイン薬局七条店 〒600-8876 075-326-3511株式会社　アインメデ阿波根　聖子 平21.10. 1調剤 薬局
     京都市下京区西七条南中野町４１常　勤:    4ィオ　代表取締役　佐 交代 現存
     －２ (薬       4)竹　辰幸 平27.10. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21204-0169-7 ほのか薬局 〒600-8216 075-351-8555株式会社ジェイメディ本間　雄大 平22. 4. 1調剤 薬局
     京都市下京区塩小路通烏丸西入東常　勤:    3カル　代表取締役　淡 新規 現存
     塩小路町５７９－１ (薬       3)路　英広 平28. 4. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21304-0170-5 りぼん薬局 〒600-8498 075-231-1193株式会社イスト　代表川村　康代 平22. 4. 1調剤 薬局
     京都市下京区四条堀川東入ル柏屋常　勤:    2取締役　川村　康代 新規 現存
     町１２ (薬       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21404-0171-3 さくら薬局　京都駅前〒600-8216 075-353-2066クラフト株式会社　代山川　紘希 平22. 4. 1調剤 薬局
     店 京都市下京区塩小路通西洞院東入常　勤:    5表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     東塩小路町８４１－２ (薬       5) 平28. 4. 1
     非常勤:   38
     (薬      38)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21504-0172-1 さくら薬局　京都西七〒600-8884 075-325-4933クラフト株式会社　代平松　裕章 平22. 4. 1調剤 薬局
     条店 京都市下京区西七条南衣田町４２常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     －５ (薬       2) 平28. 4. 1
     非常勤:   23
     (薬      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21604-0173-9 さくら薬局　京都西大〒600-8884 075-326-0265クラフト株式会社　代深堀　美秀 平22. 4. 1調剤 薬局
     路七条店 京都市下京区西七条南衣田町４－常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     ２ (薬       2) 平28. 4. 1
     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30年 6月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    30 頁

  21704-0176-2 わかくさ薬局京都本店〒600-8216 075-354-4500有限会社わかくさ薬局秋澤　由里 平24. 3. 1調剤 薬局
     京都市下京区烏丸通七条下る東塩常　勤:    3　代表取締役　田中　 新規 現存
     小路町７３５京阪京都ビル７Ｆ (薬       3)大士 平30. 3. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21804-0177-0 四条烏丸調剤薬局 〒600-8009 075-256-8750株式会社マーメイド　山﨑　聡子 平24. 4. 1調剤 薬局
     京都府京都市下京区四条通室町東常　勤:    1代表取締役　松山　喜 新規 現存
     入函谷鉾町８５－１ (薬       1)範 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21904-0179-6 よもぎ調剤薬局 〒600-8862 075-325-1550株式会社ミルキーファ津島　和弘 平24.11. 1調剤 薬局
     京都市下京区七条御所ノ内中町５常　勤:    1ーマシー　代表取締役 新規 現存
     ７－１ (薬       1)　松山喜範 平24.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22004-0180-4 松井調剤薬局まつばら〒600-8452 075-344-4193有限会社　ファーマベ豊田　義貞 平25. 1. 7調剤 薬局
     京都市下京区西洞院通松原下ル永常　勤:    2スト　取締役　松井　 新規 現存
     倉町５５５番５ (薬       2)さゆり 平25. 1. 7
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22104-0181-2 厚生薬局 〒600-8024 075-351-2774株式会社　厚生薬局　塚本　隆史 平25. 1. 1調剤 薬局
     京都市下京区河原町通高辻上る天常　勤:    2代表取締役　塚本　隆 組織変更 現存
     満町２６６番地２ (薬       2)史 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22204-0182-0 ジェイ薬局 〒600-8216 075-343-0600株式会社ジェイメディ松村　正範 平25. 6. 1調剤 薬局
     京都市下京区塩小路通烏丸西入東常　勤:    1カル　代表取締役　淡 新規 現存
     塩小路町５７９－１山﨑ビル地下(薬       1)路　英広 平25. 6. 1
     １階 非常勤:   21
     (薬      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22304-0183-8 丹波口調剤薬局 〒600-8811 075-366-6072株式会社幟ファーマ　坂井　利佳 平25. 9. 1調剤 薬局
     京都市下京区中堂寺坊城町３１番常　勤:    2代表取締役　石田　正 新規 現存
     ２シンフォニーリサーチパークＥ(薬       2)夫 平25. 9. 1
     ａｓｔ１０１号 非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  22404-0184-6 阪神調剤薬局　木津屋〒600-8231 075-353-6055株式会社　阪神調剤薬山中　裕仁 平25. 9. 1調剤 薬局
     橋店 京都市下京区油小路通下魚ノ棚下常　勤:    2局　代表取締役　岩崎 新規 現存
     る油小路町　２７９番地 (薬       2)　壽毅 平25. 9. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22504-0185-3 薬局ダックス下京西七〒600-8886 075-325-5582シミズ薬品株式会社　柘植　良介 平25.10. 1調剤 薬局
     条店 京都市下京区西七条北月読町７０常　勤:    1代表取締役　本田　和 新規 現存
     番地 (薬       1)之 平25.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22604-0188-7 アイン薬局四条烏丸店〒600-8412 075-708-2958株式会社アインファー沢田　真史 平27.11. 1調剤 薬局
     京都市下京区烏丸通仏光寺上る二常　勤:    4マシーズ　代表取締役 交代 現存
     帖半敷町６５５番地産経京都烏丸(薬       4)　大石　美也 平27.11. 1
     ビル１階 非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22704-0189-5 薬局ダックス下京烏丸〒600-8413 075-744-1016シミズ薬品株式会社　平木　里佳 平28.10. 1調剤 薬局
     店 京都市下京区烏丸通高辻上ル大政常　勤:    1代表取締役　本田　和 新規 現存
     所町６８０番地１第八長谷ビル１(薬       1)之 平28.10. 1
     階 非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22804-0191-1 アイン薬局五条御前店〒600-8898 075-748-9147株式会社アインファー勝田　剛史 平28.11. 1調剤 薬局
     京都市下京区西七条東御前田町２常　勤:    3マシーズ　代表取締役 新規 現存
     ０番地１京都五条クリニックビル(薬       3)　大石　美也 平28.11. 1
     １階 非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22904-0192-9 薬局ダックス下京五条〒600-8812 075-821-7565シミズ薬品株式会社　渡辺　亜季子 平28.10. 1調剤 薬局
     店 京都市下京区中堂寺北町７０番地常　勤:    3代表取締役　本田　和 移転 現存
     (薬       3)之 平28.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23004-0193-7 松井薬局　京都駅前店〒600-8216 075-365-4193株式会社都古　代表取藤河　かおり 平29. 4. 1調剤 薬局
     京都市下京区東洞院通塩小路下る常　勤:    1締役　松井　常孝 新規 現存
     東塩小路町５４７番地２　福隅ビ(薬       1) 平29. 4. 1
     ル１階 非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  23104-0194-5 ネクサス調剤薬局 〒600-8811 075-822-9595近畿調剤株式会社　代村田　佳優 平29. 4. 1調剤 薬局
     京都市下京区中堂寺坊城町３１番常　勤:    2表取締役　吉川　正男 交代 現存
     地１青木製材ビル１Ｆ (薬       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23204-0196-0 ケアーズ薬局四条大宮〒600-8490 075-468-1782株式会社ケアーズ　代森脇　文子 平29. 9. 1調剤 薬局
     店 京都市下京区四条通大宮東入立中常　勤:    2表取締役　岸本　一男 新規 現存
     町４９９番地 (薬       2) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23304-0197-8 西大路薬局 〒600-8884 075-925-8050株式会社大西調剤薬局宮﨑　晋也 平29.10. 1調剤 薬局
     京都市下京区西七条南衣田町５３常　勤:    2　代表取締役　大西　 新規 現存
     番地１階 (薬       2)宏 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23404-0199-4 ウエルシア薬局　京都〒600-8567 075-253-6407ウエルシア薬局株式会玉置　千紗 平29.11. 1調剤 薬局
     マルイ店 京都市下京区四条通河原町東入真常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     町６８番地京都マルイＢ１ (薬       1)　秀晴 平29.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23504-0200-0 東邦薬局　大宮くしげ〒600-8802 075-406-0162株式会社ココカラファ矢野　泰子 平30. 4. 1調剤 薬局
     店 京都市下京区中堂寺櫛笥町２３番常　勤:    2インヘルスケア　代表 交代 現存
     地 (薬       2)取締役　塚本　厚志 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23604-0201-8 東邦薬局　五条丹波口〒600-8813 075-326-4360株式会社ココカラファ矢澤　みどり 平30. 4. 1調剤 薬局
     店 京都市下京区中堂寺南町１２５番常　勤:    2インヘルスケア　代表 交代 現存
     地 (薬       2)取締役　塚本　厚志 平30. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23704-0203-4 室町ゆう薬局 〒600-8422 075-352-0881株式会社ユーピーディ戸野谷　文音 平30. 4. 1調剤 薬局
     京都市下京区室町通綾小路下る白常　勤:    1ー　代表取締役　宇野 交代 現存
     楽天町５０２番地室町綾小路白楽(薬       1)　進 平30. 4. 1
     天町ビル１階 非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  23804-0204-2 七条ゆう薬局 〒600-8891 075-325-0010株式会社ユーピーディ上堀　元気 平30. 4. 1調剤 薬局
     京都市下京区西七条東八反田町３常　勤:    1ー　代表取締役　宇野 交代 現存
     ３番地パデシオン京都七条ミッド(薬       1)　進 平30. 4. 1
     パーク１階 非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23904-0205-9 松井調剤薬局しんまち〒600-8107 075-341-4193株式会社新星堂　代表諸永　仁 平30. 5. 1調剤 薬局
     京都市下京区五条通室町西入東錺常　勤:    2取締役　松井　常孝 移転 現存
     屋町１８９番クマガイ五条ビル１(薬       2) 平30. 5. 1
     階 非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24005-0044-9 吉祥院薬局 〒601-8316 075-691-0342安田　邦子 安田　邦子 昭57. 6.26 薬局
     京都市南区吉祥院池ノ内町２４－常　勤:    1 新規 現存
     ４ (薬       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24105-0055-5 有限会社　匠　スギウ〒601-8212 075-934-8491有限会社　匠　代表取杉浦　匠 平 5. 3. 1調剤 薬局
     ラ薬局 京都市南区久世上久世町４４６ 常　勤:    1締役　杉浦　匠 新規 現存
     (薬       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24205-0062-1 サンタ薬局 〒601-8023 672-0728 山田　正人 山田　正人 平 7.10.17 薬局
     京都市南区東九条南松ノ木町１－常　勤:    2 新規 現存
     １松ノ木団地１－１０４号 (薬       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24305-0071-2 のぞみ薬局 〒601-8453 075-693-2493株式会社エスティーユ永田　光拡 平10. 1.16調剤 薬局
     京都市南区唐橋羅城門町１３番地常　勤:    5ー　代表取締役　上田 新規 現存
     (薬       5)達也 平28. 1.16
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24405-0072-0 株式会社宮地薬局 〒601-8414 075-691-0743株式会社宮地薬局　代宮地　正子 平10. 1. 1調剤 薬局
     京都市南区西九条蔵王町１３番地常　勤:    1表取締役　宮地　正子 組織変更 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24505-0074-6 あさがお薬局 〒601-8044 075-681-3896有限会社　一二三　取佐井　徳載 平11. 7.19調剤 薬局
     京都市南区東九条明田町２５番地常　勤:    1締役　佐井　徳載 移転 現存
     ２８ (薬       1) 平29. 7.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24605-0077-9 ファーコス薬局　みな〒601-8431 075-694-5636株式会社　ファーコス田畑　美更子 平15. 3. 1調剤 薬局
     み 京都市南区西九条島町４０ 常　勤:    3　代表取締役　島田　 その他 現存
     (薬       3)光明 平27. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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  24705-0078-7 すばる調剤薬局 〒601-8206 075-925-0822有限会社　すばる　代河﨑　嘉彦 平15. 5. 1調剤 薬局
     京都市南区久世大薮町５０番地久常　勤:    2表取締役　小刀禰　惠 新規 現存
     世ショッピングセンター１Ｆ (薬       2)子 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24805-0079-5 おりーぶ薬局 〒601-8467 075-671-5818有限会社　Ｍ２　代表正井　尚樹 平15. 8. 1調剤 薬局
     京都市南区唐橋大宮尻町５－１ 常　勤:    3取締役　正井　尚樹 新規 現存
     (薬       3) 平27. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24905-0082-9 こがわ調剤薬局　十条〒601-8107 075-682-3935有限会社　こがわ調剤田島　由里絵 平17.11. 1調剤 薬局
     店 京都市南区上鳥羽南唐戸町１番地常　勤:    1薬局　代表取締役　粉 新規 現存
     Ｌｅｖａｎｔ洛南１階 (薬       1)川　訓子 平29.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25005-0083-7 石原薬局 〒601-8453 075-691-5423株式会社　粋生　代表石原　孝子 平18.10. 1調剤 薬局
     京都市南区唐橋羅城門町５番地 常　勤:    2取締役　石原　順也 組織変更 現存
     (薬       2) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25105-0084-5 なのはな薬局 〒601-8211 075-934-1550濵口　晴司 濵口　晴司 平20. 4. 1調剤 薬局
     京都市南区久世高田町３５－３２常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25205-0086-0 大西調剤薬局　札ノ辻〒601-8431 075-585-7499株式会社　大西調剤薬嘉山　翔子 平21. 9. 1調剤 薬局
     支店 京都市南区西九条島町３－５ 常　勤:    2局　代表取締役　大西 組織変更 現存
     (薬       2)　宏 平27. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25305-0087-8 さくら薬局　京都十条〒601-8108 075-693-5027クラフト株式会社　代五十嵐　康昭 平22. 4. 1調剤 薬局
     店 京都市南区上鳥羽唐戸町７－３ 常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     (薬       2) 平28. 4. 1
     非常勤:   22
     (薬      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  25405-0088-6 テイコク薬局東寺店 〒601-8438 075-682-0709株式会社テイコク製薬柳原　陽子 平22.10. 1調剤 薬局
     京都市南区西九条東比永城町６７常　勤:    2社　代表取締役　畠山 交代 現存
     －２ＳＴビル１階 (薬       2)　兼一郎 平28.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25505-0089-4 アポロ薬局　吉祥院店〒601-8338 075-691-6080株式会社　アポロ薬局竹田　勤 平22.11. 1調剤 薬局
     京都市南区吉祥院西ノ内町１８番常　勤:    2　代表取締役　安芸　 新規 現存
     地 (薬       2)達哉 平28.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25605-0091-0 光天堂薬局 〒601-8001 075-681-8448株式会社光天堂　代表安本　教博 平23. 5. 1調剤 薬局
     京都市南区東九条室町３２番地 常　勤:    1取締役　安本　教博 組織変更 現存
     (薬       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25705-0092-8 ながら薬局 〒601-8437 075-672-3321田中　康夫 田中　康夫 平23.11. 1調剤 薬局
     京都市南区西九条比永城町１９番常　勤:    1 組織変更 現存
     地 (薬       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25805-0093-6 あゆみ薬局 〒601-8327 075-681-2977一般社団法人京都コム正岡　育代 平24. 7. 1調剤 薬局
     京都市南区吉祥院御池町２２番地常　勤:    9ファ　代表理事　小林 交代 現存
     (薬       9)　知佐 平30. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25905-0094-4 こと調剤薬局 〒601-8425 075-693-8980株式会社ミルキーファ杉森　裕子 平25. 4. 1調剤 薬局
     京都市南区西九条南小路町１６番常　勤:    1ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　松山　喜範 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26005-0095-1 上鳥羽薬局 〒601-8137 075-748-7645林　康彦 林　康彦 平25. 8. 1調剤 薬局
     京都市南区上鳥羽城ケ前町１－１常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26105-0096-9 イオン薬局　洛南店 〒601-8327 075-692-4855イオンリテール株式会山田　茂樹 平26. 3. 1調剤 薬局
     京都市南区吉祥院御池町３１番地常　勤:    4社　代表取締役　岡崎 新規 現存
     イオン洛南店１階 (薬       4)　双一 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  26205-0097-7 九条薬局 〒601-8453 075-662-1102アライアンスファーマ杉政　貴幸 平26. 9. 1調剤 薬局
     京都府京都市南区唐橋羅城門町４常　勤:    4株式会社　代表取締役 新規 現存
     １－８ (薬       4)　野々山　守 平26. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26305-0098-5 イオン薬局京都桂川店〒601-8211 075-925-3132イオンリテール株式会小山　哲 平26.10.10調剤 薬局
     京都市南区久世高田町３７６番１常　勤:    7社　代表取締役　岡崎 新規 現存
     イオン京都桂川店１階 (薬       7)　双一 平26.10.10
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26405-0099-3 薬局ダックスイオンモ〒601-8211 075-924-1081シミズ薬品　株式会社八谷　有美 平26.10.10調剤 薬局
     ール京都桂川店 京都市南区久世高田町３７６番地常　勤:    7　代表取締役　本田　 新規 現存
     イオンモール京都桂川１階 (薬       7)和之 平26.10.10
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26505-0100-9 そうごう薬局　西大路〒601-8452 075-694-1391総合メディカル株式会亀井　貴志 平27. 2. 1調剤 薬局
     九条店 京都市南区唐橋堂ノ前町２３番１常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     洛南スクエアビル２階 (薬       1)　賢治 平27. 2. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26605-0101-7 明徳調剤薬局　九条河〒601-8014 075-574-7712株式会社明徳ケアワー奥貫　倫史 平27. 5. 1調剤 薬局
     原町店 京都市南区東九条河西町２２番地常　勤:    1ク　代表取締役　横山 新規 現存
     (薬       1)　亮一 平27. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26705-0102-5 クスリのアオキ久世南〒601-8204 075-754-6416株式会社クスリのアオ桐生　庸輔 平29. 8. 1調剤 薬局
     薬局 京都市南区久世東土川町７８番地常　勤:    2キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       2)　宏憲 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26806-0026-4 ヤノ薬局 〒606-8203 矢野　又雄 矢野　又雄 昭38.11. 1 薬局
     京都市左京区田中関田町四六 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26906-0027-2 安井薬局 〒606-8314 安井　善之助 安井　善之助 昭62.11. 1 薬局
     京都市左京区吉田下大路町２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
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  27006-0054-6 川原薬局 〒606-8392 川原　良夫 川原　良夫 昭39.12. 1 薬局
     京都市左京区聖護院山王町３６ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27106-0073-6 高原薬局 〒606-8241 075-721-1593金　武雄 金　武雄 昭48.12.21 薬局
     京都市左京区田中西高原町２５－常　勤:    1 新規 現存
     １４ (薬       1) 平27.12.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27206-0077-7 上原薬局支店 〒606-0864 075-781-7958上原　京子 上原　京子 昭50. 2. 6調剤 薬局
     京都市左京区下鴨高木町４２－１常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27306-0083-5 加藤薬局 〒606-8186 722-1731 加藤　隆雄 加藤　隆雄 昭52. 5.23 薬局
     京都市左京区一乗寺南大丸町５８常　勤:    1 新規 現存
     －１ (薬       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27406-0086-8 日の出薬局 〒606-8225 井ノ崎　幸子 井ノ崎　幸子 昭54. 1.29調剤 薬局
     京都市左京区田中門前町２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 1.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27506-0097-5 豊田薬局 〒606-8204 075-712-3518有限会社エルコーポレ豊田　良夫 平 5. 2.28調剤 薬局
     京都市左京区田中下柳町９－９ 常　勤:    1ーション　豊田　良夫 新規 現存
     (薬       1) 平17. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27606-0104-9 株式会社　フジタ薬局〒606-8103 075-712-7612株式会社　フジタ薬局藤田　良子 平 4. 2.14調剤 薬局
     　高野店 京都市左京区高野西開町５５－２常　勤:    2　代表取締役　藤田　 新規 現存
     (薬       2)哲 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27706-0111-4 さぎの森薬局 〒606-8084 松嶋　京子 松嶋　京子 平 5. 4.21 薬局
     京都市左京区修学院薬師堂町１２常　勤:    1 新規 現存
     －７ (薬       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27806-0117-1 太田薬局 〒606-8447 太田　政男 太田　政男 平 7. 2.16 薬局
     京都市左京区鹿ケ谷上宮ノ前町２常　勤:    1 新規 現存
     ０－２ (薬       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27906-0130-4 マルキ薬局 〒606-8325 075-771-1900有限会社　丸貴　代表丸山　欣潔 平10. 3.23調剤 薬局
     京都市左京区聖護院東町１６番地常　勤:    1取締役　丸山　欣潔 新規 現存
     １ (薬       1) 平28. 3.23
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  28006-0134-6 まつがさきゆう薬局 〒606-0954 075-705-3520宇野薬品株式会社　代今村　昌純 平10.12.10調剤 薬局
     京都市左京区松ケ崎壱町田町４－常　勤:    1表取締役　本多　伸至 新規 現存
     １きんこん館１Ｆ (薬       1) 平28.12.10
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28106-0137-9 しらゆり薬局 〒606-8275 075-701-1193株式会社メディカル一 村　泰栄 平11. 6. 1調剤 薬局
     京都市左京区北白川上別当町２１常　勤:    1光　代表取締役　野間 新規 現存
     番地　ヴァンテアン北白川１Ｆ (薬       1)　誠司 平29. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28206-0138-7 ユタカ調剤薬局一乗寺〒606-8185 075-706-2180株式会社　ユタカファ山本　あゆみ 平11. 8. 1調剤 薬局
     京都市左京区一乗寺高槻町１８番常　勤:    3ーマシー　代表取締役 新規 現存
     地　エル京都ビル１階 (薬       3)　羽田　洋行 平29. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28306-0141-1 百万辺広小路薬局 〒606-8225 075-706-7551有限会社　広小路薬局高島　知行 平12. 4. 1調剤 薬局
     京都市左京区田中門前町４６　コ常　勤:    2　代表取締役　宇野　 新規 現存
     －ポ宮本１０１ (薬       2)徹 平30. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28406-0144-5 ふじ光成堂薬局 〒606-8103 075-723-2550株式会社アーク　代表高山　真規子 平12. 7. 1調剤 薬局
     京都市左京区高野西開町４０　デ常　勤:    1取締役　佐藤　征人 その他 現存
     リ－ド北大路１０１ (薬       1) 平30. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28506-0146-0 ゆり・かな薬局 〒606-8084 075-707-9993有限会社ケイコ・コー伊良知　由梨 平12.10. 1調剤 薬局
     京都市左京区修学院薬師堂町５－常　勤:    1ポレーション　取締役 新規 現存
     ２ (薬       1)　伊良知　景子 平24.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28606-0147-8 いわくらゆう薬局 〒606-0025 075-724-6123宇野薬品株式会社　代瀬野　純平 平13. 6. 1調剤 薬局
     京都市左京区岩倉中町２２５－１常　勤:    1表取締役　本多　伸至 新規 現存
     (薬       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  28706-0150-2 しらさぎ薬局　出町柳〒606-8205 075-706-6200有限会社ティー・ワイ吉川　亨 平13.11. 1調剤 薬局
     店 京都市左京区田中上柳町１０　コ常　勤:    2・プラン　代表取締役 新規 現存
     －ポ町柳１階 (薬       2)　吉川　亨 平25.11. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28806-0158-5 わかば薬局 〒606-8236 075-706-8675山﨑　啓司 山﨑　啓司 平15. 4. 1調剤 薬局
     京都市左京区田中大久保町２８－常　勤:    1 新規 現存
     ５ (薬       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28906-0159-3 のぞみ薬局　京大病院〒606-8397 075-752-5005有限会社　プラスメデ大垣　聡彦 平15. 3. 1調剤 薬局
     前店 京都市左京区聖護院川原町１番地常　勤:    2ィカル　代表取締役　 組織変更 現存
     ７ (薬       2)保田　裕司 平27. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29006-0160-1 オーツカ北山薬局 〒606-0846 075-701-3388株式会社　オーツカ　塩谷　芳子 平15. 8. 1調剤 薬局
     京都市左京区下鴨北野々神町２４常　勤:    2代表取締役　大塚　侊 新規 現存
     －４ (薬       2)市 平27. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29106-0163-5 株式会社　平塚薬局 〒606-8396 075-771-1496株式会社　平塚薬局　山下　民恵 平15.11.25調剤 薬局
     京都市左京区丸太町通川端東入下常　勤:    4代表取締役　平塚　正 移転 現存
     堤町７８番地 (薬       4)寛 平27.11.25
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29206-0168-4 エルデ薬局 〒606-0864 075-706-6322高砂薬業株式会社　代 田　昭弘 平17. 4. 1調剤 薬局
     京都市左京区下鴨高木町９番地３常　勤:    2表取締役　森　清茂 新規 現存
     メゾンドＫ１階　 (薬       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29306-0171-8 ゆり・かな薬局　岩倉〒606-0004 075-706-7135有限会社　ケイコ・フ荻野　直樹 平17. 8. 1調剤 薬局
     店 京都市左京区岩倉北池田町１ウィ常　勤:    1ァーマシー　代表取締 新規 現存
     ステリア参番館１０１号 (薬       1)役　伊良知　景子 平29. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  29406-0177-5 たんぽぽ薬局　聖護院〒606-8392 075-751-5801たんぽぽ薬局株式会社横山　佳子 平19. 2. 1調剤 薬局
     店 京都市左京区聖護院山王町３６番常　勤:   10　代表取締役　松野　 その他 現存
     地１ (薬      10)英子 平25. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29506-0179-1 フラワー薬局左京店 〒606-8273 075-702-1193株式会社　メディカル野々口　奈美 平19. 4. 1調剤 薬局
     京都市左京区北白川山ノ元町６０常　勤:    5一光　代表取締役　野 移転 現存
     －２ (薬       5)間　誠司 平25. 4. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29606-0180-9 スマイル薬局　北白川〒606-8274 075-723-2077ビックリー株式会社　市田　直紀 平19. 5. 1調剤 薬局
     店 京都市左京区北白川大堂町６１番常　勤:    1代表取締役　保井　芳 新規 現存
     地ホライゾンビル１Ｆ (薬       1)昭 平25. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29706-0182-5 日本調剤　京大前薬局〒606-8397 075-762-0660日本調剤株式会社　代大園　博志 平19.10. 1調剤 薬局
     京都市左京区聖護院川原町２８ 常　勤:    7表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       7) 平25.10. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29806-0187-4 和進会薬局 〒606-8392 075-752-9250一般財団法人和進会　穴見　悦子 平20. 9. 1調剤 薬局
     京都市左京区聖護院山王町３７・常　勤:    4代表理事　進士　悟 移転 現存
     ３８番地聖護院センター１Ｆ (薬       4) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29906-0188-2 平塚薬局　高野 〒606-8181 075-724-3833株式会社平塚薬局　代大谷　昌史 平20.10. 1調剤 薬局
     京都市左京区一乗寺地蔵本町４４常　勤:    1表取締役　平塚　正寛 新規 現存
     －１ベルロードタカノ１Ｆ (薬       1) 平26.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30006-0191-6 みのり薬局 〒606-8164 075-722-8801株式会社ファルコファ大塚　隆之 平21. 3.21調剤 薬局
     京都市左京区一乗寺出口町１番地常　勤:    1ーマシーズ　代表取締 交代 現存
     シラカワビル１階 (薬       1)役　松原　宣正 平27. 3.21
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  30106-0192-4 きんりん薬局ＨＩＴ 〒606-0021 075-701-5934株式会社ファルコファ青木　美生 平21. 3.21調剤 薬局
     京都市左京区岩倉忠在地町５４４常　勤:    2ーマシーズ　代表取締 交代 現存
     番地 (薬       2)役　松原　宣正 平27. 3.21
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30206-0194-0 ユタカ薬局宝ヶ池 〒606-0013 075-708-1330株式会社　ユタカファ藤井　カヲリ 平21. 5. 1調剤 薬局
     京都市左京区岩倉北桑原町１４番常　勤:    3ーマシー　代表取締役 新規 現存
     地 (薬       3)　羽田　洋行 平27. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30306-0195-7 平安調剤薬局 〒606-8336 075-771-5865メグコーポレート株式久野　啓子 平21. 9. 1調剤 薬局
     京都市左京区岡崎北御所町１１番常　勤:    1会社　代表取締役　松 新規 現存
     ９ (薬       1)山　恵美子 平27. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30406-0196-5 クオール薬局北白川店〒606-8274 075-723-1689クオール株式会社　代多田野　有里絵 平21.10. 1調剤 薬局
     京都市左京区北白川大堂町１－２常　勤:    1表取締役　中村　敬 その他 現存
     (薬       1) 平27.10. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30506-0197-3 平塚薬局　岩倉 〒606-0022 075-721-8844株式会社　平塚薬局　江本　茜 平21.11. 1調剤 薬局
     京都市左京区岩倉三宅町１５－２常　勤:    2代表取締役　平塚　正 移転 現存
     (薬       2)寛 平27.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30606-0201-3 クオール薬局下鴨店 〒606-0862 075-706-6489クオール株式会社　代野尻　治 平23. 4. 1調剤 薬局
     京都市左京区下鴨本町１４ 常　勤:    2表取締役　中村　敬 移転 現存
     (薬       2) 平29. 4. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30706-0202-1 よつば薬局 〒606-8115 075-724-5890メグコーポレート株式服部　亜梨沙 平23. 7. 1調剤 薬局
     京都市左京区一乗寺里ノ西町１１常　勤:    2会社　代表取締役　松 新規 現存
     番地アミティエ一乗寺１階 (薬       2)山　恵美子 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  30806-0207-0 阪神調剤薬局　京大病〒606-8397 075-762-0185株式会社阪神調剤薬局北尾　和之 平24. 1. 1調剤 薬局
     院前店 京都市左京区聖護院川原町２８番常　勤:    5　代表取締役　岩崎　 新規 現存
     地 (薬       5)壽毅 平30. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30906-0208-8 ファルコはやぶさ薬局〒606-8175 075-741-8864株式会社ファルコファ中川　美久子 平24. 2. 1調剤 薬局
     　北白川店 京都市左京区一乗寺築田町１００常　勤:    1ーマシーズ　代表取締 新規 現存
     番地３ (薬       1)役　松原　宣正 平30. 2. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31006-0209-6 岡養生堂薬局 〒606-8212 075-781-3241岡　美代子 岡　由里子 平24. 5. 1調剤 薬局
     京都市左京区田中里ノ内町３７ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31106-0211-2 快天堂薬局 〒606-8227 075-722-3056有限会社つちえ薬局　菅　章能 平24. 6. 1調剤 薬局
     京都市左京区田中里ノ前町６番地常　勤:    1代表取締役　土江　孝 移転 現存
     (薬       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31206-0214-6 みのり薬局岩倉 〒606-0017 075-721-3200株式会社ファルコファ前田　直子 平24.10. 1調剤 薬局
     京都市左京区岩倉上蔵町１４０番常　勤:    2ーマシーズ　代表取締 移転 現存
     地２ (薬       2)役　松原　宣正 平24.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31306-0215-3 幡枝ゆう薬局 〒606-0015 075-706-7665宇野薬品株式会社　代別役　彩 平25. 8. 1調剤 薬局
     京都市左京区岩倉北平岡町２６番常　勤:    1表取締役　本多　伸至 新規 現存
     地 (薬       1) 平25. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31406-0216-1 カキノキ薬局東一条店〒606-8306 075-771-0350株式会社カキノキ薬局大倉　代子 平25. 8. 1調剤 薬局
     京都市左京区吉田中阿達町３８番常　勤:    1　代表取締役　宮川　 組織変更 現存
     １ (薬       1)喬行 平25. 8. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  31506-0217-9 カキノキ薬局 〒606-8304 075-771-1824株式会社カキノキ薬局宮川　喬行 平25. 8. 1調剤 薬局
     京都市左京区吉田下阿達町３６番常　勤:    2　代表取締役　宮川　 組織変更 現存
     地 (薬       2)喬行 平25. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31606-0218-7 キリン堂薬局　京大病〒606-8397 075-754-0375株式会社キリン堂　代西村　詩央里 平25.12. 1調剤 薬局
     院前店 京都市左京区聖護院川原町３０ 常　勤:    1表取締役　寺西　豊彦 新規 現存
     (薬       1) 平25.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31706-0221-1 ファルコはやぶさ薬局〒606-0834 075-708-5080株式会社ファルコファ島田　紗香 平26. 8. 1調剤 薬局
     　北山駅前店 京都市左京区下鴨狗子田町３番地常　勤:    2ーマシーズ　代表取締 移転 現存
     ４　１階 (薬       2)役　松原　宣正 平26. 8. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31806-0222-9 みのり薬局下鴨 〒606-0816 075-706-7672株式会社みのり薬局下関本　卓志 平27. 1. 1調剤 薬局
     京都市左京区下鴨松ノ木町７６番常　勤:    1鴨　代表取締役　関本 組織変更 現存
     地３ (薬       1)　卓志 平27. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31906-0223-7 宇野薬局 〒606-8413 075-771-0701宇野薬品株式会社　代山下　安子 平27. 2. 1調剤 薬局
     京都市左京区浄土寺下馬場町１０常　勤:    3表取締役　本多　伸至 移転 現存
     ６番地ゆう薬局本社ビル１Ｆ (薬       3) 平27. 2. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32006-0224-5 すこやか薬局 〒606-8226 075-781-8866一般社団法人メディカ湯山　ゆきの 平27. 4. 1調剤 薬局
     京都市左京区田中飛鳥井町５２番常　勤:   15プラン京都　代表理事 交代 現存
     地　ノーブル百万遍１階 (薬      15)　中川　直人 平27. 4. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32106-0225-2 すこやか薬局二条店 〒606-8382 075-762-3233一般社団法人メディカ佐々木　愛 平27. 4. 1調剤 薬局
     京都市左京区夷川通川端東入大文常　勤:    4プラン京都　代表理事 交代 現存
     字町１８３番地 (薬       4)　中川　直人 平27. 4. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  32206-0226-0 ふれあい薬局・北山 〒606-0955 075-279-7022株式会社近畿予防医学大塚　貴美代 平27. 5. 1調剤 薬局
     京都市左京区松ケ崎雲路町１７番常　勤:    1研究所　代表取締役　 新規 現存
     地３グランドパレス松ヶ崎１階 (薬       1)広田　周一 平27. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32306-0227-8 平塚薬局　大原 〒601-1244 075-744-2337株式会社平塚薬局　代越田　順子 平27. 8. 1調剤 薬局
     京都市左京区大原上野町５６４－常　勤:    2表取締役　平塚正寛 新規 現存
     １ (薬       2) 平27. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32406-0228-6 カキノキ薬局あすか店〒606-8357 075-751-0235株式会社カキノキ薬局佐々木　康夫 平27. 8. 1調剤 薬局
     京都市左京区聖護院蓮華蔵町３１常　勤:    1　代表取締役　宮川　 交代 現存
     　近建第二ビル１階 (薬       1)喬行 平27. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32506-0229-4 えくぼ調剤薬局　岩倉〒606-0008 075-748-1790セイミ株式会社　代表今中　研人 平28. 1. 1調剤 薬局
     店 京都市左京区岩倉三笠町２６３番常　勤:    1取締役　久保　亮太 新規 現存
     地 (薬       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32606-0230-2 百万遍薬局 〒606-8301 075-712-0070株式会社いしくら　代安井　実里 平28. 1. 1調剤 薬局
     京都市左京区吉田泉殿町４　プル常　勤:    1表取締役　石藏　利明 組織変更 現存
     ミエール小山１階 (薬       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32706-0231-0 かるがも調剤薬局 〒606-8126 075-705-2992株式会社オージープラ原田　元子 平28. 2. 1調剤 薬局
     京都市左京区一乗寺向畑町４６番常　勤:    2ン　代表取締役　横山 交代 現存
     地オークサンズ白川１階 (薬       2)　亮一 平28. 2. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32806-0232-8 ジャパンファーマシー〒606-0026 075-746-2855株式会社ジヤパンフア前田　貴弘 平28. 4. 1調剤 薬局
     薬局　岩倉店 京都市左京区岩倉長谷町１２２８常　勤:    1ーマシー　代表取締役 新規 現存
     番地 (薬       1)　前田　光男 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  32906-0233-6 あゆみ薬局 〒606-8411 075-762-2323株式会社マーメイド　 　恭子 平28. 7. 1調剤 薬局
     京都市左京区浄土寺東田町１８番常　勤:    1代表取締役　松山　喜 新規 現存
     地 (薬       1)範 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33006-0235-1 いわくら駅前ゆう薬局〒606-0021 075-707-1155宇野薬品株式会社　代平岡　勇毅 平28.10. 1調剤 薬局
     京都市左京区岩倉忠在地町２９１常　勤:    1表取締役　本多　伸至 新規 現存
     －１ (薬       1) 平28.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33106-0236-9 薬局ダックス左京下鴨〒606-0863 075-708-3555シミズ薬品株式会社　上野　和也 平28.10. 1調剤 薬局
     店 京都市左京区下鴨東本町１０番地常　勤:    1代表取締役　本田　和 新規 現存
     １ (薬       1)之 平28.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33206-0237-7 アイセイ薬局　松ヶ崎〒606-0931 075-708-1035株式会社　アイセイ薬水田　桂子 平28.10. 1調剤 薬局
     店 京都市左京区松ケ崎井出ケ海道町常　勤:    1局　代表取締役　藤井 交代 現存
     １２番地１ハイツこだま１Ｆ (薬       1)　江美 平28.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33306-0238-5 修学院薬局 〒606-8007 075-762-2323株式会社マーメイド　藤田　伸二 平28.11. 1調剤 薬局
     京都市左京区山端壱町田町８－３常　勤:    1代表取締役　松山　喜 新規 現存
     ４シャルマン修学院１－Ａ (薬       1)範 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33406-0239-3 スギ薬局下鴨店 〒606-0866 075-354-5001株式会社スギ薬局　代黒川　智美 平29. 6. 1調剤 薬局
     京都市左京区下鴨東森ケ前町１２常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     番地イーグルコート下鴨テラス１(薬       1) 平29. 6. 1
     階 非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33506-0240-1 京都セントラル薬局 〒606-8397 075-762-2577株式会社メディカルオ大塚　正樹 平29. 8. 1調剤 薬局
     京都市左京区聖護院川原町２９聖常　勤:    1ーツカ・チョウザイ　 新規 現存
     護院メディカルビル１０１ (薬       1)代表取締役　大塚　博 平29. 8. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  33606-0241-9 平塚薬局　北白川 〒606-8286 075-354-5239株式会社平塚薬局　代光野　麻美 平29. 8. 1調剤 薬局
     京都市左京区北白川下別当町３４常　勤:    1表取締役　平塚　正寛 新規 現存
     番地２ (薬       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33706-0243-5 薬局ダックス左京宝ヶ〒606-0002 075-706-7362シミズ薬品株式会社　小島　千佳 平29. 9. 4調剤 薬局
     池店 京都市左京区岩倉中大鷺町９番地常　勤:    3代表取締役　本田　和 移転 現存
     １ (薬       3)之 平29. 9. 4
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33806-0244-3 ココカラファイン薬局〒606-8103 075-712-5618株式会社ココカラファ宮前　春美 平29.10. 1調剤 薬局
     　カナート洛北店 京都市左京区高野西開町３６番地常　勤:    1インヘルスケア　代表 交代 現存
     カナート洛北店内地下１階 (薬       1)取締役　塚本　厚志 平29.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33906-0245-0 ほたる調剤薬局 〒606-8331 075-751-1011株式会社マーメイド　上野　行蔵 平29.12. 1調剤 薬局
     京都市左京区黒谷町３０番地３　常　勤:    1代表取締役　松山　喜 新規 現存
     黒谷３０３　１Ｆ (薬       1)範 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34006-0246-8 下鴨中通ゆう薬局 〒606-0826 075-707-6116宇野薬品株式会社　代桑原　渉 平30. 2. 1調剤 薬局
     京都市左京区下鴨西本町１８番地常　勤:    1表取締役　本多　伸至 新規 現存
     Ｄｅｌｉｚｉａ下鴨１階 (薬       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34106-0247-6 東邦薬局　京都聖護院〒606-8392 075-762-2221株式会社ココカラファ松原　由美子 平30. 4. 1調剤 薬局
     店 京都市左京区聖護院山王町１番地常　勤:    1インヘルスケア　代表 交代 現存
     (薬       1)取締役　塚本　厚志 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34206-0248-4 一乗寺ゆう薬局 〒606-8116 075-723-6661宇野薬品株式会社　代 岡　賢太郎 平30. 4. 1調剤 薬局
     京都市左京区一乗寺宮ノ東町３７常　勤:    1表取締役　本多　伸至 交代 現存
     番地医療福祉複合施設「北白川」(薬       1) 平30. 4. 1
     １階 非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  34306-0249-2 修学院ゆう薬局 〒606-8117 075-708-1500宇野薬品株式会社　代千原　直子 平30. 4. 1調剤 薬局
     京都市左京区一乗寺里ノ前町５番常　勤:    1表取締役　本多　伸至 交代 現存
     地マ・メゾン１－Ａ (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34406-0250-0 しもがもゆう薬局 〒606-0863 075-724-9196宇野薬品株式会社　代瀨﨑　博幸 平30. 4. 1調剤 薬局
     京都市左京区下鴨東本町２６番地常　勤:    1表取締役　本多　伸至 交代 現存
     ３デミ洛北ビル２階 (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34506-0251-8 らくほくゆう薬局 〒606-0851 075-706-3530宇野薬品株式会社　代西元　和哉 平30. 4. 1調剤 薬局
     京都市左京区下鴨梅ノ木町４６番常　勤:    1表取締役　本多　伸至 交代 現存
     地１ＣＡＳＡ下鴨１Ｆ (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34606-0252-6 きたやまゆう薬局 〒606-0847 075-707-6881宇野薬品株式会社　代大川　裕美 平30. 4. 1調剤 薬局
     京都市左京区下鴨南野々神町１番常　勤:    1表取締役　本多　伸至 交代 現存
     地１シェルクレール北山１Ｆ (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34706-0253-4 京大病院前調剤薬局 〒606-8397 075-771-5211株式会社ココカラファ高田　美紀 平30. 5. 1調剤 薬局
     京都市左京区聖護院川原町１番地常　勤:    1インヘルスケア　代表 交代 現存
     ８リエール・オーツカ１階 (薬       1)取締役　塚本　厚志 平30. 5. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34806-0254-2 オーツカ下鴨薬局 〒606-0866 075-703-7010株式会社ココカラファ太田　幸恵 平30. 5. 1調剤 薬局
     京都市左京区下鴨東森ケ前町１４常　勤:    2インヘルスケア　代表 交代 現存
     番地１グランドパレス下鴨１階 (薬       2)取締役　塚本　厚志 平30. 5. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34906-0255-9 オーツカ聖護院薬局 〒606-8397 075-752-1220株式会社ココカラファ上田　浩子 平30. 5. 1調剤 薬局
     京都市左京区聖護院川原町３１番常　勤:    1インヘルスケア　代表 交代 現存
     地リエール聖護院１，２階 (薬       1)取締役　塚本　厚志 平30. 5. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  35006-0256-7 東大路調剤薬局 〒606-8391 075-752-0905株式会社ココカラファ中尾　真実子 平30. 5. 1調剤 薬局
     京都市左京区聖護院西町１９番地常　勤:    1インヘルスケア　代表 交代 現存
     ヴィラ聖護院１階 (薬       1)取締役　塚本　厚志 平30. 5. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35107-0070-0 日本ライブラリー株式〒615-0913 075-882-5136日本ライブラリー株式武田　万照 平 5. 8.20調剤 薬局
     会社　ヘルス薬局 京都市右京区梅津南上田町６４－常　勤:    1会社　代表取締役　武 新規 現存
     ６１ロイヤルハイツ梅津１Ｆ (薬       1)田　万照 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35207-0077-5 西京極薬局 〒615-0863 須藤　朝代 須藤　朝代 昭63. 9.16 薬局
     京都市右京区西京極堤町４３ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35307-0083-3 サガ薬局 〒616-8374 075-861-0328大西　千綾 大西　倫夫 平 5. 8. 6調剤 薬局
     京都市右京区嵯峨天龍寺北造路町常　勤:    3 新規 現存
     １０－１ (薬       3) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35407-0085-8 宇多野薬局 〒616-8208 075-466-2152寺石　美恵 寺石　美恵 平 5.11. 1調剤 薬局
     京都市右京区宇多野福王子町１７常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35507-0086-6 くすりのカスガ薬局 〒616-8057 075-462-5861有限会社くすりのカス西殿　誠 平 5.11. 1調剤 薬局
     京都市右京区花園木辻南町１３－常　勤:    2ガ　代表取締役　西殿 新規 現存
     ３ (薬       2)　誠 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35607-0088-2 ひさのぶ薬局 〒616-8413 075-864-4011有限会社ひさのぶ薬局嶋路　久延 平 6. 9. 1調剤 薬局
     京都市右京区嵯峨大覚寺門前堂ノ常　勤:    2　代表取締役　嶋路　 新規 現存
     前町２２－１６１ (薬       2)久延 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35707-0095-7 西京極駅前調剤薬局 〒615-0851 075-316-2514河村　淨子 河村　淨子 平 9. 5.22調剤 薬局
     京都市右京区西京極西池田町４０常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35807-0102-1 回生堂薬局 〒616-8077 075-811-0926有限会社回生堂薬品　渡邉　由佳子 平13. 1. 7調剤 薬局
     京都市右京区太秦安井馬塚町１２常　勤:    1代表取締役　小西　美 移転 現存
     (薬       1)保 平25. 1. 7
     非常勤:    3
     (薬       3)
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  35907-0103-9 花園調剤薬局 〒616-8057 075-467-8488株式会社エムヴァック奥村　貴子 平13. 4. 1調剤 薬局
     京都市右京区花園木辻南町７番地常　勤:    2　代表取締役　高能　 新規 現存
     ６８番 (薬       2)秀司 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36007-0104-7 アポロ薬局　天神川店〒615-0057 075-316-5511有限会社　アポロ薬局安藝　達哉 平13. 5. 1調剤 薬局
     京都市右京区西院東貝川町１５番常　勤:    1　取締役　安藝　達哉 新規 現存
     地 (薬       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36107-0106-2 アポロ薬局　梅津店 〒615-0913 075-873-4321有限会社　アポロ薬局松吉　寛 平13.10. 1調剤 薬局
     京都市右京区梅津南上田町３番地常　勤:    3　取締役　安藝　達哉 新規 現存
     　さくらんぼ１Ｆ (薬       3) 平25.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36207-0108-8 カワモト薬局　常盤店〒616-8221 075-882-2733株式会社カワモト　代木村　美佳 平14. 6.20調剤 薬局
     京都市右京区常盤村ノ内町１－１常　勤:    2表取締役　河本　洪基 移転 現存
     ８　ときわビル１Ｆ (薬       2) 平26. 6.20
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36307-0116-1 嵐電　鹿王院薬局 〒616-8367 075-862-7080株式会社　カワモト　河本　洪基 平16. 9. 1調剤 薬局
     京都市右京区嵯峨北堀町２０－４常　勤:    2代表取締役　河本　洪 新規 現存
     ７ (薬       2)基 平28. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36407-0117-9 いずみ薬局　高雄支店〒616-8265 075-881-1333株式会社　和泉商会　青山　桂輔 平16.11. 1調剤 薬局
     京都市右京区梅ケ畑畑町２の１０常　勤:    3代表取締役　広田　周 新規 現存
     (薬       3)一 平28.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36507-0119-5 ひまわり薬局 〒615-0885 075-321-8090有限会社　エーケン　中原　祐樹 平17.11. 1調剤 薬局
     京都市右京区西京極午塚町３７－常　勤:    1代表取締役　中原　祐 新規 現存
     １階カドノハイツＡ棟１０２号 (薬       1)樹 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  36607-0123-7 堤下調剤薬局 〒615-0903 075-862-6358株式会社　ＢＳＬメデ井本　浩介 平19. 2. 1調剤 薬局
     京都市右京区梅津堤下町９番地 常　勤:    2ィカル　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)井本　浩介 平25. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36707-0124-5 中島薬局 〒615-0852 075-313-2644中島　正明 中島　正明 平19. 9.10調剤 薬局
     京都市右京区西京極西川町７の１常　勤:    2 交代 現存
     (薬       2) 平25. 9.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36807-0125-2 アポロ薬局　嵯峨店 〒616-8361 075-873-3395有限会社アポロ薬局　小林　幸雄 平19.10. 1調剤 薬局
     京都市右京区嵯峨中通町３６－１常　勤:    1取締役　安藝　達哉 新規 現存
     ３ロイヤルコート嵯峨１０５号 (薬       1) 平25.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36907-0127-8 めぐみ薬局 〒615-0012 075-325-2955株式会社恵　代表取締相模　祐紀子 平20. 1. 1調剤 薬局
     京都市右京区西院高山寺町１１－常　勤:    4役　吉野　豪宏 新規 現存
     １ (薬       4) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37007-0128-6 京北ゆう薬局 〒601-0542 075-854-1170株式会社京北調剤薬局山本　美代子 平20. 8. 1調剤 薬局
     京都市右京区京北田貫町ヤタ田１常　勤:    2　代表取締役　宇野　 新規 現存
     番地 (薬       2)充俊 平26. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37107-0129-4 イオン薬局京都五条店〒615-0035 075-326-7070イオンリテール株式会神田　まみ 平20. 8.21調剤 薬局
     京都市右京区西院追分町２５－１常　勤:    6社　代表取締役　岡崎 交代 現存
     (薬       6)　双一 平26. 8.21
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37207-0131-0 スギ薬局　西院店 〒615-0011 075-325-2071株式会社スギ薬局　代山本　麻理 平20. 9. 1調剤 薬局
     京都市右京区西院東淳和院町１番常　勤:    1表取締役　 原　栄一 交代 現存
     地１アフレ西院ビル１Ｆ (薬       1) 平26. 9. 1
     非常勤:   24
     (薬      24)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  37307-0132-8 スギ薬局　山ノ内店 〒615-0082 075-325-3970株式会社スギ薬局　代氏内　圭一 平20.11. 1調剤 薬局
     京都市右京区山ノ内赤山町１５番常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     地 (薬       1) 平26.11. 1
     非常勤:   32
     (薬      32)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37407-0133-6 みのり薬局　五条店 〒615-0035 075-326-8611株式会社ファルコファ片山　剛 平21. 3.21調剤 薬局
     京都市右京区西院追分町２５－１常　勤:    2ーマシーズ　代表取締 交代 現存
     －１３８イオンモール京都五条３(薬       2)役　松原　宣正 平27. 3.21
     Ｆ 非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37507-0134-4 ファルコはやぶさ薬局〒615-0923 075-432-7011株式会社ファルコファ原岡　洋範 平21. 5. 1調剤 薬局
     　梅津店 京都市右京区梅津中倉町２６番地常　勤:    3ーマシーズ　代表取締 新規 現存
     １３ (薬       3)役　松原　宣正 平27. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37607-0135-1 ファーコス薬局　たる〒616-8174 075-863-0591株式会社　ファーコス山下　真司 平21. 6. 1調剤 薬局
     みやま 京都市右京区太秦垂箕山町１－２常　勤:    7　代表取締役　島田　 その他 現存
     (薬       7)光明 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37707-0137-7 サンテ薬局 〒616-8373 075-863-0310有限会社　サンテ　取望月　雅史 平21.12. 1調剤 薬局
     京都市右京区嵯峨天龍寺車道町１常　勤:    1締役　西村　源三 新規 現存
     番地５ (薬       1) 平27.12. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37807-0140-1 こまち調剤薬局 〒615-0885 075-321-1666株式会社ケイ・エム・田中　敏之 平22. 4. 1調剤 薬局
     京都市右京区西京極午塚町６４番常　勤:    1シー　代表取締役　松 新規 現存
     地 (薬       1)山　喜範 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37907-0141-9 テイコク薬局西院店 〒615-0031 075-315-5557株式会社テイコク製薬吉岡　美知子 平22.10. 1調剤 薬局
     京都市右京区西院高田町２４番地常　勤:    1社　代表取締役　畠山 交代 現存
     パデシオン西院１階 (薬       1)　兼一郎 平28.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  38007-0142-7 株式会社くさかべ薬局〒616-8167 075-861-0984株式会社くさかべ薬局草壁　良明 平23. 2. 1調剤 薬局
     京都市右京区太秦多藪町４５番地常　勤:    2　代表取締役　草壁　 組織変更 現存
     (薬       2)康子 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38107-0143-5 どんぐり調剤薬局 〒616-8076 075-802-2043株式会社マーメイド　和田　俊也 平23.10. 1調剤 薬局
     京都市右京区太秦安井辻ノ内町１常　勤:    1代表取締役　松山　喜 新規 現存
     ９番１１の２ (薬       1)範 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38207-0144-3 あたご薬局 〒616-8304 075-863-0737西岡　良恭 樋口　聖記 平23.12. 1調剤 薬局
     京都市右京区嵯峨広沢南野町２６常　勤:    3 新規 現存
     －２ＣあんどＣ嵯峨１階 (薬       3) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38307-0145-0 株式会社クリハラ薬局〒616-8157 075-881-5348株式会社クリハラ薬局栗原　明 平24. 1. 1調剤 薬局
     京都市右京区太秦御所ノ内町２７常　勤:    1　代表取締役　栗原　 組織変更 現存
     番地１７ (薬       1)省二 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38407-0152-6 ファルコはやぶさ薬局〒615-0925 075-468-1523株式会社ファルコファ内田　友絵 平25. 7. 1調剤 薬局
     　松尾橋店 京都市右京区梅津大縄場町６番４常　勤:    1ーマシーズ　代表取締 新規 現存
     ５ (薬       1)役　松原　宣正 平25. 7. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38507-0153-4 阪神調剤薬局　太秦店〒616-8177 075-873-2880株式会社阪神調剤薬局南　磨樹 平25.10.15調剤 薬局
     京都市右京区太秦馬塚町２９－１常　勤:    4　代表取締役　岩崎　 移転 現存
     ６ (薬       4)壽毅 平25.10.15
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38607-0154-2 今村薬局 〒616-8422 075-861-0537森川　幸子 森川　幸子 平25.12.12調剤 薬局
     京都市右京区嵯峨釈迦堂大門町２常　勤:    1 交代 現存
     ９番地 (薬       1) 平25.12.12
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  38707-0155-9 鳴滝調剤薬局 〒616-8234 075-777-5889株式会社カワモト　代阿津川　俊介 平26. 2. 1調剤 薬局
     京都市右京区鳴滝嵯峨園町２２－常　勤:    1表取締役　河本　洪基 新規 現存
     １ (薬       1) 平26. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38807-0156-7 アイン薬局　太秦天神〒616-8104 075-863-0626株式会社アインメディ清水　直子 平26. 2. 1調剤 薬局
     川店 京都市右京区太秦下刑部町１７０常　勤:    5オ　代表取締役　佐竹 移転 現存
     番地プレサンスロジェ太秦天神川(薬       5)　辰幸 平26. 2. 1
     駅前１階 非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38907-0157-5 イトウ薬局 〒616-8042 075-463-7486株式会社　十薬　代表伊藤　悦子 平26. 4. 1調剤 薬局
     京都市右京区花園伊町３１番地の常　勤:    1取締役　伊藤　悦子 組織変更 現存
     ２ (薬       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39007-0158-3 近畿調剤かどの三条薬〒615-0094 075-813-2220有限会社トライアンフ津田　羊子 平26. 4. 1調剤 薬局
     局 京都市右京区山ノ内北ノ口町１９常　勤:    1　代表取締役　吉川　 交代 現存
     番地１１階 (薬       1)正男 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39107-0160-9 ウエルシア薬局　右京〒615-0054 075-316-6555ウエルシア薬局株式会川上　絢美 平26. 9. 1調剤 薬局
     西院月双店 京都市右京区西院月双町２２ 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:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39207-0161-7 アクア薬局 〒616-8305 075-366-6579内藤　就介 内藤　就介 平26.11. 1調剤 薬局
     京都市右京区嵯峨広沢御所ノ内町常　勤:    1 移転 現存
     ３７番２５ (薬       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39307-0162-5 わかくさ薬局梅津店 〒615-0933 075-865-3311有限会社わかくさ薬局牧　幸代 平27. 3. 1調剤 薬局
     京都市右京区梅津後藤町７番３４常　勤:    2　代表取締役　田中　 新規 現存
     右京ＨＩＲＡＮＯビル北棟１階 (薬       2)大士 平27. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39407-0163-3 ふかさか薬局 〒616-8347 075-748-0947深坂　洋平 深坂　洋平 平27. 7. 1調剤 薬局
     京都市右京区嵯峨中又町２８－６常　勤:    2 新規 現存
     　グランツ錦１０１ (薬       2) 平27. 7. 1
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  39507-0164-1 スギ薬局　梅津南広町〒615-0901 075-863-4155株式会社スギ薬局　代中谷　満 平27.10. 1調剤 薬局
     店 京都市右京区梅津南広町９９番地常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     １ (薬       1) 平27.10. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39607-0165-8 アイン薬局四条通店 〒615-0066 075-323-6737株式会社アインファー平田　仁美 平27.11. 1調剤 薬局
     京都市右京区西院四条畑町３０番常　勤:    2マシーズ　代表取締役 交代 現存
     地１　Ｄｕ四条１階 (薬       2)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39707-0166-6 くるみ調剤薬局 〒615-0002 075-253-1335株式会社マーメイド　阿部　理絵 平27.12. 1調剤 薬局
     京都市右京区西院東今田町１４番常　勤:    1代表取締役　松山　喜 交代 現存
     地 (薬       1)範 平27.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39807-0167-4 ココネ薬局 〒615-0934 075-862-4193株式会社ＣＯＣＯＮＥ斉藤　佳代 平28. 1. 1調剤 薬局
     京都市右京区梅津北浦町２７番地常　勤:    1　代表取締役　斎藤　 新規 現存
     １７ (薬       1)佳代 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39907-0168-2 音戸山薬局 〒616-8255 075-467-4677福田　幸彦 堀　茂明 平28. 2. 1調剤 薬局
     京都市右京区鳴滝音戸山町４番地常　勤:    1 移転 現存
     １６５ (薬       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40007-0169-0 スギ薬局　西大路五条〒615-0042 075-874-3313株式会社スギ薬局　代 平28. 3. 1調剤 薬局
     店 京都市右京区西院東中水町１４番常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     地西大路市営住宅１階 (薬       1) 平28. 3. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40107-0170-8 スギ薬局梅津調剤店 〒615-0935 075-406-1851株式会社スギ薬局　代大塚　光 平28. 5.16調剤 薬局
     京都市右京区梅津徳丸町３番地エ常　勤:    1表取締役　 原　栄一 移転 現存
     リーフラッツ梅ノ宮１階 (薬       1) 平28. 5.16
     非常勤:   21
     (薬      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  40207-0171-6 しょうたろう薬局 〒616-8434 075-469-4771山口　正太郎 山口　正太郎 平28. 9. 1調剤 薬局
     京都市右京区嵯峨鳥居本仏餉田町常　勤:    1 新規 現存
     ２４番地１　一階 (薬       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40307-0172-4 薬局ダックス右京太秦〒616-8217 075-406-0820シミズ薬品株式会社　中 　彪太 平28.11. 1調剤 薬局
     店 京都市右京区常盤東ノ町６番地 常　勤:    1代表取締役　本田　和 新規 現存
     (薬       1)之 平28.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40407-0173-2 松井薬局　西院店 〒615-0012 075-316-4193株式会社新星堂　代表佐藤　あづさ 平28.12. 1調剤 薬局
     京都市右京区西院高山寺町１番地常　勤:    1取締役　松井　常孝 新規 現存
     １ (薬       1) 平28.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40507-0174-0 きぬかけ薬局 〒616-8016 075-366-3712メグコーポレート株式二村　直行 平29. 2. 1調剤 薬局
     京都市右京区龍安寺西ノ川町７番常　勤:    1会社　代表取締役　松 新規 現存
     地５ (薬       1)山　恵美子 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40607-0175-7 薬局ダックス右京花屋〒615-0804 075-754-7718シミズ薬品株式会社　池田　奈津希 平29. 6. 1調剤 薬局
     町店 京都市右京区西京極町ノ坪町３番常　勤:    1代表取締役　本田　和 新規 現存
     地 (薬       1)之 平29. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40707-0176-5 ファーコス薬局　うず〒616-8084 075-802-7310株式会社ファーコス　西脇　千晶 平29. 8. 1調剤 薬局
     まさ 京都市右京区太秦安井一町田町１常　勤:    1代表取締役　島田　光 新規 現存
     ４番地京都市上下水道局太秦庁舎(薬       1)明 平29. 8. 1
     １階 非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40807-0177-3 スギ薬局常盤店 〒616-8225 075-366-3400株式会社スギ薬局　代山本　直子 平29. 9. 1調剤 薬局
     京都市右京区常盤馬塚町１５番地常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     １　１階 (薬       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  40907-0178-1 くるまざきゆう薬局 〒616-8337 075-873-0500株式会社ユーピーディ有田　貴裕 平30. 2. 1調剤 薬局
     京都市右京区嵯峨明星町１７番地常　勤:    1ー　代表取締役　宇野 新規 現存
     ７ (薬       1)　進 平30. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41007-0179-9 薬局ダックス右京嵯峨〒616-8355 075-468-1211シミズ薬品株式会社　三原　紀子 平30. 5. 1調剤 薬局
     店 京都市右京区嵯峨新宮町６番地３常　勤:    2代表取締役　本田　和 新規 現存
     (薬       2)之 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41107-0180-7 嵐山ゆう薬局 〒616-8364 075-873-1803株式会社ユーピーディ上田　理恵 平30. 4. 1調剤 薬局
     京都市右京区嵯峨中山町５番地 常　勤:    1ー　代表取締役　宇野 交代 現存
     (薬       1)　進 平30. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41207-0181-5 嵯峨野ゆう薬局 〒616-8313 075-873-7466株式会社ユーピーディ加 　万里子 平30. 4. 1調剤 薬局
     京都市右京区嵯峨野開町２９番地常　勤:    1ー　代表取締役　宇野 交代 現存
     ３ジャンベルビル１Ｆ (薬       1)　進 平30. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41307-0182-3 うずまさゆう薬局 〒616-8106 075-864-2030株式会社ユーピーディ山添　圭史 平30. 4. 1調剤 薬局
     京都市右京区太秦森ケ西町２１番常　勤:    1ー　代表取締役　宇野 交代 現存
     地６６ (薬       1)　進 平30. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41408-0056-7 有限会社小山薬局 〒605-0971 075-561-2468有限会社　小山薬局　小山　直美 平 8. 4.18調剤 薬局
     京都市東山区今熊野椥ノ森町２４常　勤:    4代表取締役　小山　晴 新規 現存
     (薬       4)人 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41508-0080-7 ギオン薬局 〒605-0074 075-561-2038有限会社和光堂　ギオ市村　裕子 平 6. 3.15調剤 薬局
     京都市東山区祇園町南側５７３－常　勤:    1ン薬局　代表取締役　 新規 現存
     １ (薬       1)大槻　陽子 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41608-0092-2 かも川薬局　いなり店〒605-0981 075-532-2310川崎　健太郎 川崎　昭子 平 6. 3.15調剤 薬局
     京都市東山区本町２１丁目４６２常　勤:    1 新規 現存
     －４１ (薬       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
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  41708-0093-0 薬神堂薬局 〒605-0975 安田（安）　達寿（達安田（安）　達寿（達平 4. 4.16 薬局
     京都市東山区泉涌寺雀ケ森町７－常　勤:    1寿） 寿） 新規 現存
     １６ヤマオ東山ハイツ (薬       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41808-0097-1 かも川薬局 〒605-0801 075-525-1070有限会社　鴨川薬局　川崎　健太郎 平 4.12. 1調剤 薬局
     京都市東山区宮川筋７丁目３８２常　勤:    1代表取締役　川崎　健 新規 現存
     の２ (薬       1)太郎 平28. 1. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41908-0114-4 ファーマシィ東山薬局〒605-0975 075-532-0666株式会社ファーマシィ江後　絵美 平12. 5. 1調剤 薬局
     京都市東山区泉涌寺雀ケ森町１３常　勤:    1　代表取締役　武田　 新規 現存
     番１４号 (薬       1)宏 平30. 5. 1
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42008-0116-9 清水薬局 〒605-0813 075-561-5611岡野　忠久 岡野　千香子 平13. 9. 4調剤 薬局
     京都市東山区松原通大和大路東入常　勤:    2 移転 現存
     ２丁目轆轤町８０ (薬       2) 平25. 9. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42108-0117-7 株式会社チームワーク〒605-0077 075-533-4193株式会社チームワーク茶木　幹雄 平14. 4. 1調剤 薬局
     　祇園さくら薬局 京都市東山区大和大路通四条上る常　勤:    1　代表取締役　茶木　 新規 現存
     廿一軒町２３６番地　鴨東ビル１(薬       1)幹雄 平26. 4. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42208-0122-7 Ｐ．Ｄ．Ｐメディカル〒605-0862 075-525-9251有限会社　みだい　代田中　直子 平15. 6. 1調剤 薬局
     きよみず薬局 京都市東山区清水４丁目１７１－常　勤:    1表取締役　川口照子 新規 現存
     １２Ｐ．Ｄ．Ｐメディカル１Ｆ (薬       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42308-0124-3 もみじ薬局 〒605-0975 075-532-3315株式会社ファーマシィ谷村　友美子 平16. 4. 1調剤 薬局
     京都市東山区泉涌寺雀ケ森町１３常　勤:    1　代表取締役　武田　 新規 現存
     番１６号 (薬       1)宏 平28. 4. 1
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42408-0127-6 ファーマシィ　ほんま〒605-0981 075-533-6337株式会社　ファーマシ近藤　沢美 平17. 9. 1調剤 薬局
     ち薬局 京都市東山区本町１４丁目２６０常　勤:    1ィ　代表取締役　武田 新規 現存
     (薬       1)　宏 平29. 9. 1
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  42508-0130-0 ファルコはやぶさ薬局〒605-0009 075-762-0990株式会社ファルコファ田邉　学 平20. 6. 1調剤 薬局
     　三条店 京都市東山区三条大橋東入大橋町常　勤:    3ーマシーズ　代表取締 新規 現存
     ９４三条鈴木ビル１Ｆ (薬       3)役　松原　宣正 平26. 6. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42608-0131-8 やわらぎ薬局 〒605-0981 075-533-6989株式会社やわらぎ　代城尾　秀和 平20.12. 1調剤 薬局
     京都市東山区本町二十二丁目４９常　勤:    1表取締役　酒井　正弘 交代 現存
     ２番地２０ (薬       1) 平26.12. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42708-0132-6 マリーンのぞみ薬局京〒605-0946 075-533-6555株式会社　ケイ・エム壽時　正一郎 平21. 6. 1調剤 薬局
     都七条店 京都市東山区大和大路通り北斗町常　勤:    2・シー　代表取締役　 交代 現存
     ６０６－５ (薬       2)松山　喜範 平27. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42808-0134-2 調剤薬局みおつくし 〒605-0081 075-551-9400株式会社マーメイド　久野　誠也 平23.10. 1調剤 薬局
     京都市東山区古門前通大和大路東常　勤:    1代表取締役　松山　喜 新規 現存
     入二丁目三吉町３４５番５－１Ｆ(薬       1)範 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42908-0138-3 すこやか薬局東山店 〒605-0952 075-533-6165一般社団法人メディカ本島　智美 平27. 4. 1調剤 薬局
     京都市東山区今熊野宝蔵町５４番常　勤:    5プラン京都　代表理事 交代 現存
     ９ (薬       5)　中川　直人 平27. 4. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43008-0139-1 アイン薬局第一日赤病〒605-0974 075-531-0021株式会社アインファー荒　友美 平27.11. 1調剤 薬局
     院前店 京都市東山区泉涌寺五葉ノ辻町１常　勤:    3マシーズ　代表取締役 交代 現存
     ３番地１６ (薬       3)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43108-0140-9 本町漢方薬局 〒605-0981 075-561-3967南野　伊都子 南野　伊都子 平28. 3. 1調剤 薬局
     京都市東山区本町１９丁目４００常　勤:    1 新規 現存
     番地 (薬       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43208-0141-7 吉田薬局 〒605-0851 075-561-0644吉田　千鶴子 吉田　千鶴子 平28. 3. 1調剤 薬局
     京都市東山区東大路松原上ル２丁常　勤:    1 新規 現存
     目玉水町７６番地 (薬       1) 平28. 3. 1
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  43308-0142-5 セリーズ薬局 〒605-0981 075-746-4112メグコーポレート株式脇坂　匡美 平28. 4. 1調剤 薬局
     京都市東山区本町二丁目６１番 常　勤:    2会社　代表取締役　松 新規 現存
     (薬       2)山　恵美子 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43408-0143-3 ハート調剤薬局　三条〒605-0009 075-752-4916株式会社ハートファー市川　恭子 平29. 1. 1調剤 薬局
     京阪店 京都市東山区三条通大橋東入大橋常　勤:    1マシー　代表取締役　 交代 現存
     町１０２番地田中ビル１Ｆ (薬       1)嶋　博之 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43508-0144-1 双葉薬局 〒605-0981 075-561-0171株式会社テラ・ヘルス藤田　あゆみ 平29.12. 1調剤 薬局
     京都市東山区本町１５丁目７４７常　勤:    3プロモーション　代表 交代 現存
     番地２０　１階 (薬       3)取締役　赤松　優仁 平29.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43608-0145-8 ふたば薬局 〒605-0932 075-525-7700株式会社テラ・ヘルス牧野　久美子 平29.12. 1調剤 薬局
     京都市東山区妙法院前側町４３１常　勤:    1プロモーション　代表 交代 現存
     番地　東山閣３階 (薬       1)取締役　赤松　優仁 平29.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43708-0146-6 ひまわりゆう薬局 〒605-0975 075-533-2400株式会社京都南調剤薬瀬口　哲平 平30. 4. 1調剤 薬局
     京都市東山区泉涌寺雀ケ森町５番常　勤:    1局　代表取締役　神林 交代 現存
     地１泉涌寺ビル１階、２階 (薬       1)　純二 平30. 4. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43808-0147-4 まつばらゆう薬局 〒605-0817 075-532-0210株式会社京都南調剤薬天野　智仁 平30. 4. 1調剤 薬局
     京都市東山区松原通大和大路西入常　勤:    1局　代表取締役　神林 交代 現存
     弓矢町３４番地多田ビル１階 (薬       1)　純二 平30. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43908-0148-2 東山三条ゆう薬局 〒605-0011 075-751-0210株式会社京都南調剤薬神林　彩香 平30. 4. 1調剤 薬局
     京都市東山区三条通大橋東入四丁常　勤:    1局　代表取締役　神林 交代 現存
     目七軒町１１番地ＶＩＡ花見小路(薬       1)　純二 平30. 4. 1
     １階 非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  44009-0053-2 神泉堂薬局 〒612-8301 075-611-1782株式会社　神泉堂　代畑間　浩美 平 7. 9. 5調剤 薬局
     京都市伏見区加賀屋町７３４ 常　勤:    2表取締役　畑間　啓行 新規 現存
     (薬       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44109-0060-7 ダルマ薬局 〒612-0012 浅野　暢章 浅野　暢章 昭49. 9.30調剤 薬局
     京都市伏見区深草一ノ坪町２９－常　勤:    1 新規 現存
     ６ (薬       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44209-0070-6 関西保健センター調剤〒612-8026 渡守　貞子 渡守　貞子 昭52.10.29 薬局
     薬局 京都市伏見区桃山町伊賀３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28.10.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44309-0076-3 おぐりす薬局 〒612-8002 075-622-2769田中　晩植 田中　浩之 昭54. 4.16調剤 薬局
     京都市伏見区桃山町山ノ下２５－常　勤:    2 新規 現存
     １５ (薬       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44409-0084-7 株式会社　フジタ薬局〒601-1456 075-572-5570株式会社　フジタ薬局野村　幸代 平 5.12. 8調剤 薬局
     京都市伏見区小栗栖南後藤町３－常　勤:    1　代表取締役　藤田　 新規 現存
     １３ (薬       1)哲 平28. 1. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44509-0087-0 いたはし薬局 〒612-8072 松梨　成子 松梨　成子 昭57.10.13 薬局
     京都市伏見区丹波橋町９１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44609-0091-2 和光堂薬局 〒613-0903 髙　節子 髙　節子 昭59. 5.14 薬局
     京都市伏見区淀本町２２４－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 5.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44709-0092-0 株式会社　フジタ薬局〒601-1439 075-571-1455株式会社　フジタ薬局 村　雅代 平 5.11.27調剤 薬局
     　石田店 京都市伏見区石田森東町３－１０常　勤:    2　代表取締役　藤田　 新規 現存
     (薬       2)哲 平29. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44809-0097-9 招方堂薬局 〒612-8018 澗田　和幸 澗田　和幸 昭61.11.26調剤 薬局
     京都市伏見区桃山町丹後１８－３常　勤:    1 新規 現存
     ２ (薬       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  44909-0100-1 石川薬局桃山店 〒612-8006 075-622-2374株式会社ドラッグ石川石川　佳嗣 平 6. 8. 4調剤 薬局
     京都市伏見区桃山町大島３８－２常　勤:    1　代表取締役　石川　 新規 現存
     桃山南ショッピングセンター内 (薬       1)佳嗣 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45009-0102-7 わかくさファーマシー〒601-1354 田中　慶子 田中　慶子 平元.11.24 薬局
     京都市伏見区醍醐構口町３１－５常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45109-0111-8 有限会社　墨染薬局 〒612-0044 075-641-7153有限会社墨染薬局　代佐野　茂雄 平 6. 1. 6調剤 薬局
     京都市伏見区深草北新町６４１ 常　勤:    2表取締役　楠　保子 新規 現存
     (薬       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45209-0112-6 ツエノ薬局 〒612-0869 075-641-2447杖野　順俊 杖野　順俊 平 6. 1.21調剤 薬局
     京都市伏見区深草直違橋北１丁目常　勤:    2 新規 現存
     ４５６ (薬       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45309-0120-9 淀薬局 〒613-0904 075-631-2260有限会社　淀薬品　代矢野　一彌 平 8. 7. 8調剤 薬局
     京都市伏見区淀池上町１６０ 常　勤:    1表取締役　矢野　一彌 新規 現存
     (薬       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45409-0123-3 ミキ薬局 〒613-0904 075-632-0262有限会社ミキ　日下部日下部　美代子 平 8. 8. 1調剤 薬局
     京都市伏見区淀池上町１３３番地常　勤:    1　美代子 新規 現存
     (薬       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45509-0125-8 株式会社エール薬局　〒612-8034 075-604-0880株式会社エール薬局　森家　智昭 平 9. 6. 4調剤 薬局
     伏見店 京都市伏見区桃山町泰長老１１１常　勤:    2代表取締役　花澤　敏 新規 現存
     ウエルネス桃山１０１号 (薬       2)昭 平30. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45609-0128-2 フラワー薬局クローバ〒612-8083 075-642-1193株式会社メディカル一矢嶋　ほなみ 平 9.12.10 薬局
     ー店 京都市伏見区京町１０丁目２４番常　勤:    2光　代表取締役　野間 新規 現存
     ５ (薬       2)　誠司 平27.12.10
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45709-0137-3 ユタカ調剤薬局桃山南〒612-8016 075-604-3880株式会社ユタカファー木原　宏美 平10. 9.16調剤 薬局
     口 京都市伏見区桃山養斉１６－３７常　勤:    2マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)羽田　洋行 平28. 9.16
     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30年 6月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    62 頁

  45809-0146-4 有限会社若槻薬局 〒612-8085 075-604-3021有限会社若槻薬局　代若槻　素子 平12. 1. 1調剤 薬局
     京都市伏見区京町南８丁目１１８常　勤:    1表取締役　若槻　素子 組織変更 現存
     番地３ (薬       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45909-0149-8 ツバサ薬局 〒601-1363 075-575-4700有限会社ウイングメデ案浦　光子 平12. 6. 1調剤 薬局
     京都市伏見区醍醐鍵尾町１２－６常　勤:    2ィカル　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)影山　典子 平30. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46009-0152-2 ハヤシダ薬局 〒601-1434 075-572-9300有限会社ハヤシダ薬局林田　守弘 平12. 8. 1調剤 薬局
     京都市伏見区石田森南町３２番地常　勤:    4　代表取締役　林田　 組織変更 現存
     の１ (薬       4)守弘 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46109-0154-8 サカタ薬局 〒612-8058 075-601-0007酒多　正和 酒多　正和 平13. 9. 6調剤 薬局
     京都市伏見区風呂屋町２５１番地常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平25. 9. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46209-0156-3 ななせがわ薬局 〒612-8422 075-646-5700田口　秀雄 田口　秀雄 平13.12. 1調剤 薬局
     京都市伏見区竹田七瀬川町１４３常　勤:    1 新規 現存
     －３　西村ビル１Ｆ (薬       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46309-0159-7 つかさ薬局 〒612-0029 075-647-3201矢崎　隆司 矢崎　隆司 平14. 4. 1調剤 薬局
     京都市伏見区深草西浦町７丁目７常　勤:    1 新規 現存
     ３番地１　ニュ－ライフマンショ(薬       1) 平26. 4. 1
     ン藤の森１０１ 非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46409-0160-5 ダイゴ薬局 〒601-1351 075-571-0033株式会社　ダイゴ薬局前田　嘉郎 平14. 7. 1調剤 薬局
     京都市伏見区醍醐和泉町２ 常　勤:    1　代表取締役　川嶋　 新規 現存
     (薬       1)慶子 平26. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46509-0162-1 富士薬局 〒601-1337 075-575-3975株式会社　日本メディ田中　裕美子 平14.11. 1調剤 薬局
     京都市伏見区醍醐槇ノ内町１７－常　勤:    1ック　代表取締役　平 新規 現存
     １ (薬       1)原　正昭 平26.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  46609-0164-7 ヤマモト調剤薬局 〒612-8081 075-604-4771有限会社　ヤマモト調山本　晃三 平14.12. 1調剤 薬局
     京都市伏見区新町５丁目５０７番常　勤:    3剤薬局　代表取締役　 組織変更 現存
     地 (薬       3)山本　晃三 平26.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46709-0165-4 こがわ調剤薬局 〒612-8492 075-925-0720有限会社こがわ調剤薬並河　泰子 平15. 4. 1調剤 薬局
     京都市伏見区久我本町５番地４０常　勤:    1局　代表取締役　粉川 新規 現存
     (薬       1)　訓子 平27. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46809-0167-0 あさひ薬局 〒612-8016 075-603-3088有限会社　ヤマモト調 野　由華 平15. 5. 1調剤 薬局
     京都市伏見区桃山町養斉２０番地常　勤:    1剤薬局　代表取締役　 交代 現存
     １１ (薬       1)山本　晃三 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46909-0168-8 ニューロン薬局　向島〒612-8112 075-604-1688ニューロンネットワー岡田　明志 平16. 4. 1調剤 薬局
     店 京都市伏見区向島本丸町１９－５常　勤:    1ク株式会社　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　石田　行司 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47009-0169-6 アルファ薬局 〒612-8486 075-924-3225有限会社　エスティエ森本　由子 平16. 4. 1調剤 薬局
     京都市伏見区羽束師古川町１６８常　勤:    4ス　代表取締役　榊原 新規 現存
     －６ (薬       4)　貞雄 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47109-0170-4 すみれ薬局 〒612-8495 075-932-2555雪竹　豊美 雪竹　豊美 平16. 7. 1調剤 薬局
     京都市伏見区久我森の宮町１５－常　勤:    1 新規 現存
     １１６ (薬       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47209-0173-8 ほうめい薬局 〒612-0889 075-646-2337株式会社　豊盟　代表貴宝院　善博 平17. 3. 1調剤 薬局
     京都市伏見区深草直違橋１１丁目常　勤:    1取締役　村田　和子 新規 現存
     １４０番地 (薬       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  47309-0178-7 きさらぎ薬局 〒612-8485 075-924-2170湯川　直紀 湯川　直紀 平17. 7. 1調剤 薬局
     京都市伏見区羽束師志水町１２８常　勤:    1 新規 現存
     －１マンションフジⅡ　１－Ａ号(薬       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47409-0180-3 ユニカムドラッグ醍醐〒601-1375 075-575-3300田川薬品　株式会社　田形　明子 平17.11. 1調剤 薬局
     薬局 京都市伏見区醍醐高畑町３０－１常　勤:    5代表取締役　田川　誠 新規 現存
     パセオダイゴロー西館１階 (薬       5)一 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47509-0183-7 有限会社　カワライ薬〒612-8081 075-601-0084有限会社　カワライ薬河原井　範彦 平18. 2.12調剤 薬局
     局 京都市伏見区新町四丁目４５３番常　勤:    2局　代表取締役　河原 移転 現存
     地 (薬       2)井　範彦 平30. 2.12
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47609-0187-8 グリーン薬局 〒612-8024 075-622-7108梅野メディカル株式会藤枝　英美 平18.12. 1調剤 薬局
     京都市伏見区桃山町根来１８番地常　勤:    3社　代表取締役　梅野 移転 現存
     の１１桃山セントラルハイツ１階(薬       3)　修身 平24.12. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47709-0191-0 あゆみ薬局 〒612-8083 075-605-6366有限会社プリモパッソ池田　幸子 平19. 8. 1調剤 薬局
     京都市伏見区京町４－１５７－１常　勤:    4　代表取締役　加藤　 新規 現存
     (薬       4)哲史 平25. 8. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47809-0192-8 久我調剤薬局 〒612-8494 075-924-6111株式会社ファルコファ高井　崇浩 平19. 7. 1調剤 薬局
     京都市伏見区久我東町８－２ 常　勤:    2ーマシーズ　代表取締 交代 現存
     (薬       2)役　松原　宣正 平25. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47909-0193-6 すみれ薬局　久我東店〒612-8494 075-950-0395雪竹　豊美 渡邉　安佐子 平20. 1. 1調剤 薬局
     京都市伏見区久我東町１－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  48009-0194-4 モモ調剤薬局 〒612-8366 075-623-1502株式会社アイメディク西之園　露 平20. 3. 1調剤 薬局
     京都市伏見区京橋町３０５ 常　勤:    1ス　代表取締役　豊田 新規 現存
     (薬       1)　悦子 平26. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48109-0195-1 コヤマ薬局 〒612-8045 小山　政明 小山　政明 平20. 5. 1調剤 薬局
     京都市伏見区南浜町２８５ 常　勤:    1 新規 休止
     (薬       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48209-0197-7 ノーブル調剤薬局 〒612-8213 075-604-6030株式会社ケイ・エム・坂野　攝子 平20.11. 1調剤 薬局
     京都市伏見区東浜南町６７０　カ常　勤:    1シー　代表取締役　松 新規 現存
     ーサ東浜１ＦＢ号 (薬       1)山　喜範 平26.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48309-0199-3 ファルコ薬局　あい藤〒612-0875 075-646-2455株式会社ファルコファ北村　真弓 平21. 3.21調剤 薬局
     森店 京都市伏見区深草枯木町３８－１常　勤:    1ーマシーズ　代表取締 交代 現存
     ラポール２１　１Ｆ (薬       1)役　松原　宣正 平27. 3.21
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48409-0200-9 ふれあい　かたおか薬〒612-8492 075-924-0500株式会社　近畿予防医北脇　直樹 平21. 4. 1調剤 薬局
     局 京都市伏見区久我本町５番３２ 常　勤:    2学研究所　代表取締役 交代 現存
     (薬       2)　広田　周一 平27. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48509-0201-7 スギ薬局小栗栖店 〒601-1462 075-575-2778株式会社スギ薬局　代安田　耕平 平21. 6. 1調剤 薬局
     京都市伏見区小栗栖森本町５番地常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     ３ (薬       1) 平27. 6. 1
     非常勤:   31
     (薬      31)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48609-0202-5 あゆみ薬局丹波橋店 〒612-8085 075-644-6688有限会社　プリモパッ名越　文昭 平21. 7. 1調剤 薬局
     京都市伏見区京町南８－１０１－常　勤:    2ソ　代表取締役　加藤 新規 現存
     １小山ビル１階 (薬       2)　哲史 平27. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  48709-0203-3 やすらぎ調剤薬局 〒612-8082 075-622-8662メグコーポレート株式利川　達秀 平21. 8. 1調剤 薬局
     京都市伏見区両替町３丁目３２３常　勤:    1会社　代表取締役　松 新規 現存
     番川口ビル１０９号 (薬       1)山　恵美子 平27. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48809-0207-4 アイン薬局淀店 〒613-0905 075-633-5717株式会社　アインメデ丸尾　俊博 平21.10. 1調剤 薬局
     京都市伏見区淀下津町２８１－３常　勤:    5ィオ　代表取締役　佐 交代 現存
     (薬       5)竹　辰幸 平27.10. 1
     非常勤:   25
     (薬      25)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48909-0208-2 リジョイス薬局　桃山〒612-8024 075-602-9862株式会社　アインメデ廣瀨　美加子 平21.10. 1調剤 薬局
     店 京都市伏見区桃山町根来１８－１常　勤:    4ィオ　代表取締役　佐 交代 現存
     ２ロイヤルマンション桃山 (薬       4)竹　辰幸 平27.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49009-0210-8 アピス薬局伏見稲荷店〒612-0881 075-642-8721株式会社アピスファー清水　昌宏 平22. 1. 1調剤 薬局
     京都市伏見区深草稲荷御前町７２常　勤:    1マシー　代表取締役　 交代 現存
     －１ (薬       1)川越敏章 平28. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49109-0211-6 エルフ薬局 〒612-8362 075-612-6166髙橋　淑美 髙橋　淑美 平22. 3. 1調剤 薬局
     京都市伏見区西大手町３０７－１常　勤:    1 移転 現存
     ２ (薬       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49209-0212-4 さくら薬局　京都伏見〒601-1439 075-574-1301クラフト株式会社　代渡邊　龍 平22. 4. 1調剤 薬局
     店 京都市伏見区石田森東町３０番１常　勤:   10表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     (薬      10) 平28. 4. 1
     非常勤:   23
     (薬      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49309-0213-2 いずみ薬局　醍醐支店〒601-1361 075-571-8500株式会社和泉商会　代山本　恒久 平22. 5. 1調剤 薬局
     京都市伏見区醍醐御霊ケ下町１－常　勤:    2表取締役　広田　周一 新規 現存
     １３ (薬       2) 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  49409-0215-7 スギ薬局　アルプラザ〒601-1375 075-575-2861株式会社　スギ薬局　三本　晃示 平23. 9. 1調剤 薬局
     醍醐店 京都市伏見区醍醐高畑町一番地３常　勤:    1代表取締役　 原　栄 新規 現存
     ７アルプラザ醍醐２階 (薬       1)一 平29. 9. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49509-0216-5 ひさぎ調剤薬局 〒612-8002 075-621-3428株式会社セレネファー西島　美香 平23. 9. 1調剤 薬局
     京都市伏見区桃山町山ノ下２３番常　勤:    2マシー　代表取締役　 新規 現存
     地１１ (薬       2)松山　朋生 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49609-0217-3 フラワー薬局　北ノ口〒612-8392 075-604-4193株式会社メディカル一植田　祐次 平23.11. 1調剤 薬局
     店 京都市伏見区下鳥羽北ノ口町５５常　勤:    3光　代表取締役　野間 新規 現存
     (薬       3)　誠司 平29.11. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49709-0218-1 新にこにこ薬局 〒601-1456 075-575-2882朝井　洋文 野良　光正 平23.11. 1調剤 薬局
     京都市伏見区小栗栖南後藤町６小常　勤:    2 交代 現存
     栗栖北団地１－１０８ (薬       2) 平29.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49809-0221-5 イオン薬局伏見店 〒612-8054 075-276-1502イオンリテール株式会大西　麿弓 平24. 4. 1調剤 薬局
     京都市伏見区御堂前町６１６　イ常　勤:    5社　代表取締役　岡崎 新規 現存
     オン伏見店　２階 (薬       5)　双一 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49909-0222-3 いちご薬局 〒601-1434 075-575-1300株式会社　ＢＳＬメデ出野　奈穂子 平24. 4. 1調剤 薬局
     京都市伏見区石田森南町３２－１常　勤:    2ィカル　代表取締役　 交代 現存
     醍醐パインクレスト１０５ (薬       2)井本　浩介 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50009-0223-1 オレンジ薬局　醍醐店〒601-1352 075-575-5022株式会社プチファーマ津滝　祥子 平24. 5. 1調剤 薬局
     京都市伏見区醍醐南里町２６番３常　勤:    1シスト　代表取締役　 新規 現存
     号 (薬       1)柳生美江 平30. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  50109-0224-9 キリン堂薬局　醍醐店〒601-1351 075-575-4990株式会社　キリン堂　高野　聖也 平24. 6. 1調剤 薬局
     京都市伏見区醍醐和泉町４６－１常　勤:    1代表取締役　寺西　豊 新規 現存
     (薬       1)彦 平30. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50209-0225-6 らいふ薬局　深草店 〒612-8436 075-646-2900株式会社ナチュラルラ金井　康至 平24. 8. 6調剤 薬局
     京都府京都市伏見区深草新門丈町常　勤:    3イフ　代表取締役　竹 新規 現存
     １４８ (薬       3)原　稔 平24. 8. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50309-0226-4 ニチリン薬局 〒613-0912 075-925-5262株式会社　ケイ　エム平田　勲 平24. 9. 1調剤 薬局
     京都府京都市伏見区淀川顔町４４常　勤:    1　エス　代表取締役　 新規 現存
     ７ (薬       1)松山　迪 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50409-0227-2 スマイル薬局藤森店 〒612-0847 075-634-8653ビックリー株式会社　加来　智子 平24. 9. 1調剤 薬局
     京都府京都市伏見区深草大亀谷大常　勤:    2代表取締役　保井　芳 新規 現存
     山町４２番地２号 (薬       2)昭 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50509-0228-0 まつなし薬局　ふじの〒612-0889 075-634-8407松梨　成子 石川　博子 平24. 9. 1調剤 薬局
     森店 京都市伏見区深草直違橋３丁目３常　勤:    1 新規 現存
     ９６番地 (薬       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50609-0229-8 調剤薬局ルナ 〒612-8012 075-623-4440株式会社セレネファー藤﨑　典子 平24.10. 1調剤 薬局
     京都府京都市伏見区桃山町遠山６常　勤:    4マシー　代表取締役　 新規 現存
     ７番３－１Ｆ (薬       4)松山　朋生 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50709-0231-4 きらら薬局 〒613-0903 075-631-8284野田　善也 野田　千鶴 平25. 4. 1調剤 薬局
     京都市伏見区淀本町１７３－３４常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50809-0232-2 ココカラファイン薬局〒601-1375 075-571-0845株式会社ココカラファ平野　 也 平25. 4. 1調剤 薬局
     　醍醐店 京都市伏見区醍醐高畑町３０－７常　勤:    2イン　ヘルスケア　代 交代 現存
     (薬       2)表取締役　塚本　厚志 平25. 4. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
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  50909-0233-0 ユタカ薬局在宅調剤セ〒612-8414 075-646-2001株式会社ユタカファー吉見　隆之 平25. 5. 1調剤 薬局
     ンター京都 京都市伏見区竹田段川原町２３６常　勤:    2マシー　代表取締役　 新規 現存
     竹田駅前第一ビル２０２号室 (薬       2)羽田　洋行 平25. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51009-0236-3 調剤薬局薬手院 〒612-8490 075-601-3060株式会社ケイ・エム・舟木　弘 平26. 2. 1調剤 薬局
     京都市伏見区下鳥羽南柳長町６－常　勤:    1シー　代表取締役　松 新規 現存
     ２ (薬       1)山　喜範 平26. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51109-0237-1 光天堂薬局　伏見店 〒612-8432 075-646-1021株式会社光天堂　代表村山　陽子 平26. 4. 1調剤 薬局
     京都市伏見区深草柴田屋敷町２３常　勤:    2取締役　安本　教博 新規 現存
     －１０３ (薬       2) 平26. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51209-0238-9 いずみ薬局 〒612-8015 075-611-9737株式会社アンフィニ　丸橋　正典 平26. 8. 1調剤 薬局
     京都市伏見区桃山町和泉３４番１常　勤:    2代表取締役　丸橋　正 組織変更 現存
     ５ (薬       2)典 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51309-0239-7 ベアーズ薬局 〒612-8363 075-621-7106株式会社アンフィニ　丸橋　明子 平26. 8. 1調剤 薬局
     京都市伏見区納屋町１３５－１番常　勤:    1代表取締役　丸橋　正 組織変更 現存
     地 (薬       1)典 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51409-0240-5 すぎのこ薬局　丹波橋〒612-0072 075-606-2813飯田　健一 兵頭　裕介 平26. 9. 1調剤 薬局
     店 京都市伏見区桃山筒井伊賀東町８常　勤:    1 新規 現存
     ３番地 (薬       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51509-0241-3 海老池薬局 〒612-8065 075-611-0037海老池薬局株式会社　海老池　俊昭 平26. 9. 1調剤 薬局
     京都市伏見区御駕篭町１０４ 常　勤:    1代表取締役　海老池　 組織変更 現存
     (薬       1)俊昭 平26. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51609-0242-1 原田薬局 〒613-0905 075-631-2057原田　保 鍵山　祥代 平27. 1.19調剤 薬局
     京都市伏見区淀下津町４－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平27. 1.19
     非常勤:    2
     (薬       2)
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  51709-0244-7 かえで薬局　藤森店 〒612-0876 075-574-7381株式会社ＫＮファーマ大 　かおり 平27. 6. 1調剤 薬局
     京都市伏見区深草西伊達町８８－常　勤:    1シー　代表取締役　福 新規 現存
     ３１　１Ｆ (薬       1)永　浩之 平27. 6. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51809-0245-4 稲荷ミント薬局 〒612-0013 075-748-8433有限会社ファルマーク清水　祐子 平27. 8. 1調剤 薬局
     京都市伏見区深草祓川町２０ 常　勤:    1　代表取締役　西村　 新規 現存
     (薬       1)卓嗣 平27. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51909-0246-2 フラワー薬局下鳥羽店〒612-8248 075-623-4193株式会社メディカル一稲田　孝史 平27. 9.24調剤 薬局
     京都市伏見区下鳥羽上三栖町１３常　勤:    4光　代表取締役　野間 移転 現存
     ０番地 (薬       4)　誠司 平27. 9.24
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52009-0247-0 薬局ダックス伏見丹波〒612-8073 075-748-8162シミズ薬品株式会社　松本　恵理子 平27.11. 1調剤 薬局
     橋店 京都市伏見区下板橋町６３０番地常　勤:    3代表取締役　本田　和 新規 現存
     １２ (薬       3)之 平27.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52109-0248-8 アイン薬局伏見店 〒612-8248 075-623-4788株式会社アインファー細谷　真子 平27.11. 1調剤 薬局
     京都市伏見区下鳥羽上三栖町１２常　勤:    6マシーズ　代表取締役 交代 現存
     ８番地 (薬       6)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52209-0249-6 わかくさ薬局伏見店 〒612-0876 075-646-5855有限会社わかくさ薬局永松　望 平28. 2. 1調剤 薬局
     京都市伏見区深草西伊達町８７番常　勤:    1　代表取締役　田中　 新規 現存
     地５５ (薬       1)大士 平28. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52309-0250-4 あんだち薬局 〒612-8421 075-646-0678株式会社あけぼの関西安達　裕子 平28. 2. 1調剤 薬局
     京都市伏見区竹田桶ノ井町１５５常　勤:    1　代表取締役　森　あ 交代 現存
     番地マンション稔１Ｆ (薬       1)かね 平28. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  52409-0251-2 薬局ダックス伏見桃山〒612-8002 075-604-4888シミズ薬品株式会社　中川　育子 平28. 3. 1調剤 薬局
     東店 京都市伏見区桃山町山ノ下１９－常　勤:    1代表取締役　本田　和 新規 現存
     ５ (薬       1)之 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52509-0253-8 東まち薬局 〒612-8353 075-644-4543濱本ファーマシー株式 本　健司 平28. 4. 1調剤 薬局
     京都市伏見区東町２１２番地ツイ常　勤:    1会社　代表取締役　濱 新規 現存
     ンズスクエア　イースト１階 (薬       1)本　健司 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52609-0255-3 ほうめい薬局　南店 〒612-0889 075-748-7338株式会社豊盟　代表取滝口　直美 平28. 9. 1調剤 薬局
     京都市伏見区深草直違橋９丁目１常　勤:    1締役　村田　和子 新規 現存
     ８３番地１ (薬       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52709-0257-9 マリーンいずみ薬局 〒612-0865 075-647-7817株式会社ケイ・エム・清水　正樹 平29. 3. 1調剤 薬局
     京都市伏見区深草藤森玄蕃町５７常　勤:    1シー　代表取締役　松 新規 現存
     ９番地１米市ビル１ＦＢ (薬       1)山　喜範 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52809-0258-7 スマイル薬局墨染店 〒612-0051 075-606-2684ビックリー株式会社　河本　一真 平29. 3. 1調剤 薬局
     京都市伏見区墨染町６８８番地 常　勤:    2代表取締役　保井　芳 新規 現存
     (薬       2)昭 平29. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52909-0259-5 のぞみ薬局 〒601-1439 075-575-3131株式会社エスティーユ古井　敦史 平29. 5. 1調剤 薬局
     京都市伏見区石田森東町２５番地常　勤:    2ー　代表取締役　上田 新規 現存
     １ (薬       2)　達也 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53009-0260-3 ヒノヒカリ調剤薬局 〒601-1421 075-748-8392株式会社ミルキーファ岡本　美保子 平29. 7. 1調剤 薬局
     京都市伏見区日野馬場出町９番地常　勤:    1ーマシー　代表取締役 新規 現存
     ２ (薬       1)　松山　喜範 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  53109-0261-1 ジャパンファーマシー〒612-8136 075-634-8971株式会社ミルキーファ秋山　岳文 平29. 8. 1調剤 薬局
     薬局　向島店 京都市伏見区向島四ツ谷池１４番常　勤:    1ーマシー　代表取締役 交代 現存
     地１９ (薬       1)　松山　喜範 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53209-0262-9 足立薬局 〒612-8401 075-646-5511株式会社アピスファー杉山　聡 平29. 8. 1調剤 薬局
     京都市伏見区深草下川原町１番地常　勤:    1マシー　代表取締役　 交代 現存
     １コトーハイツ伏見稲荷Ｃ－１１(薬       1)川越　敏章 平29. 8. 1
     ０号 非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53309-0264-5 ウエルシア薬局　伏見〒601-1462 075-575-2792ウエルシア薬局株式会長田　ちはる 平29.10. 1調剤 薬局
     小栗栖店 京都市伏見区小栗栖森本町６番地常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     １ (薬       1)　秀晴 平29.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53409-0265-2 あけぼの薬局　伏見店〒612-8321 075-604-4155株式会社メタルファー川野　義光 平29.10. 1調剤 薬局
     京都市伏見区越前町６０２番地２常　勤:    1マシー　代表取締役　 交代 現存
     　１階 (薬       1)川野　義光 平29.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53509-0266-0 ユタカ薬局伏見西浦 〒612-0029 075-646-5079株式会社ユタカファー吉田　衣里 平29.11. 1調剤 薬局
     京都市伏見区深草西浦町五丁目４常　勤:    1マシー　代表取締役社 新規 現存
     ５番地３ (薬       1)長　羽田　洋行 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53609-0268-6 ふじのもり薬局 〒612-0875 075-643-6000株式会社テラ・ヘルス井上　美智子 平29.12. 1調剤 薬局
     京都市伏見区深草枯木町４１番地常　勤:    3プロモーション　代表 交代 現存
     １伏見井上ビル１階 (薬       3)取締役　赤松　優仁 平29.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53709-0269-4 ふたば薬局　淀店 〒613-0905 075-633-6705株式会社テラ・ヘルス水野　典子 平29.12. 1調剤 薬局
     京都市伏見区淀下津町４３番地 常　勤:    3プロモーション　代表 交代 現存
     (薬       3)取締役　赤松　優仁 平29.12. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  53809-0270-2 調剤薬局オカモト 〒612-0875 075-643-2528クラフト株式会社　代中村　望 平30. 1. 1調剤 薬局
     京都市伏見区深草枯木町３３番地常　勤:    4表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     １ (薬       4) 平30. 1. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53909-0271-0 あおい薬局伏見店 〒612-8109 075-605-4714株式会社ＫＮファーマ塩野　裕子 平30. 2. 1調剤 薬局
     京都市伏見区讃岐町１５５番地ラ常　勤:    2シー　代表取締役　福 交代 現存
     ンスロット桃山１０２号 (薬       2)永　浩之 平30. 2. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54009-0272-8 久我ゆう薬局 〒612-8495 075-935-7115株式会社京都南調剤薬赤名　和幸 平30. 4. 1調剤 薬局
     京都市伏見区久我森の宮町２番地常　勤:    1局　代表取締役　神林 交代 現存
     ２７３ (薬       1)　純二 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54109-0273-6 すみぞめゆう薬局 〒612-0035 075-647-3333株式会社京都南調剤薬木下　茂 平30. 4. 1調剤 薬局
     京都市伏見区深草北蓮池町９０３常　勤:    1局　代表取締役　神林 交代 現存
     番地１ (薬       1)　純二 平30. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54209-0274-4 すみぞめ駅前ゆう薬局〒612-0051 075-585-3378株式会社京都南調剤薬西　瑞穂 平30. 4. 1調剤 薬局
     京都市伏見区墨染町７２０番地か常　勤:    1局　代表取締役　神林 交代 現存
     のこビル１階 (薬       1)　純二 平30. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54309-0275-1 ふかくさゆう薬局 〒612-0861 075-645-9288株式会社京都南調剤薬松岡　邦宏 平30. 4. 1調剤 薬局
     京都市伏見区深草向畑町７７番地常　勤:    1局　代表取締役　神林 交代 現存
     ２ＳＯＭＮＩＵＭ１階 (薬       1)　純二 平30. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54410-0033-2 乙訓調剤薬局　大山崎〒618-0091 075-323-7816株式会社エスファーマ立田　智子 平30. 3. 1調剤 薬局
     店 京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小常　勤:    3シー　代表取締役　石 交代 現存
     字若宮前１０－６２「ラブリー円(薬       3)川　桂一 平30. 3. 1
     明寺」内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  54510-0034-0 大山崎ゆう薬局 〒618-0071 075-959-1177株式会社ユーピーディ松本　直之 平30. 4. 1調剤 薬局
     京都府乙訓郡大山崎町大山崎堀尻常　勤:    1ー　代表取締役　宇野 交代 現存
     １６－２ (薬       1)　進 平30. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54611-0011-6 久御山かのん薬局 〒613-0031 0774-41-2608飯尾　隆史 八尾　美奈子 平18. 5. 1調剤 薬局
     久世郡久御山町佐古内屋敷４５－常　勤:    1 新規 現存
     １ (薬       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54711-0012-4 シンシン薬局 〒613-0033 0774-43-2406有限会社　メディック山中　隆生 平21. 4. 1調剤 薬局
     久世郡久御山町大字林小字北畑１常　勤:    1シーモア　代表取締役 交代 現存
     ０５番地久御山団地１７－１１１(薬       1)　山中　隆生 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54811-0013-2 さくら薬局　京都久御〒613-0042 075-633-2501クラフト株式会社　代松田　恵 平22. 4. 1調剤 薬局
     山店 久世郡久御山町坊之池坊村中５６常　勤:    3表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     －２ (薬       3) 平28. 4. 1
     非常勤:   23
     (薬      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54911-0014-0 イオン薬局久御山店 〒613-0024 075-633-0842イオンリテール株式会野村　賢一 平24. 4. 1調剤 薬局
     京都府久世郡久御山町森南大内１常　勤:    4社　代表取締役　岡崎 新規 現存
     ５６－１イオン久御山店　１階 (薬       4)　双一 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55011-0015-7 ウシオ薬局 〒613-0034 0774-94-6256株式会社ドラッグスト杉原　好江 平28. 5. 1調剤 薬局
     京都府久世郡久御山町佐山西ノ口常　勤:    2アウシオ　代表取締役 新規 現存
     ９－１ (薬       2)　平尾　耿介 平28. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55111-0016-5 フラワー薬局久御山店〒613-0034 0774-48-1193株式会社メディカル一澤森　聡 平29. 5. 1調剤 薬局
     京都府久世郡久御山町佐山土地区常　勤:    6光　代表取締役　野間 新規 現存
     画整理事業地１街区の一部 (薬       6)　誠司 平29. 5. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  55211-0017-3 クスリのアオキ佐山薬〒613-0034 0774-74-8267株式会社クスリのアオ上木　麻美 平30. 3. 1調剤 薬局
     局 京都府久世郡久御山町佐山土地区常　勤:    1キ　代表取締役　青木 新規 現存
     画整理事業地区内１－Ｃ街区１画(薬       1)　宏憲 平30. 3. 1
     地 非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55312-0003-1 株式会社大久保薬局 〒611-0031 0774-41-6988株式会社大久保薬局　中村　英光 平 5.11. 1調剤 薬局
     宇治市広野町西裏１００ 常　勤:    2代表取締役　中村　英 新規 現存
     (薬       2)光 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55412-0010-6 新町薬局 〒611-0021 0774-21-2360株式会社シンマチ　代目黒　弘美 平 6. 7. 1調剤 薬局
     宇治市宇治壱番四番地 常　勤:    2表取締役　川勝　一雄 新規 現存
     (薬       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55512-0037-9 河村薬局 〒611-0042 0774-20-2851河村　ひとみ 河村　ひとみ 昭56. 7.22調剤 薬局
     宇治市小倉町南堀池４５－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55612-0038-7 ハヤシ薬局 〒611-0031 林　康夫 林　康夫 昭58. 7.25 薬局
     宇治市広野町丸山４８－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55712-0048-6 カナオカ薬局 〒611-0042 代表　金　相列 金　相列 平 4. 8.25調剤 薬局
     宇治市小倉町南堀池８－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55812-0051-0 葵薬局 〒611-0011 井上　操 井上　操 平 6. 6.29 薬局
     宇治市五ケ庄日皆田８－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55912-0054-4 オーティ薬局 〒611-0043 0774-44-7711株式会社オーティ　代西井　梨恵 平 7. 6.30調剤 薬局
     宇治市伊勢田町南山５５　第２上常　勤:    1表取締役　髙橋　敦史 新規 現存
     田ビル１階 (薬       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56012-0056-9 モリタ薬局　伊勢田店〒611-0027 0774-48-2415森田　英樹 佐野　季久江 平 8.11.29調剤 薬局
     宇治市羽拍子町８４ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 1. 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30年 6月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    76 頁

  56112-0061-9 びわ薬局 〒611-0024 0774-24-2436有限会社びわ商事　代大町　佐千美 平10. 1. 1調剤 薬局
     宇治市琵琶台１丁目１７番地の２常　勤:    1表取締役　大町　佐千 組織変更 現存
     (薬       1)美 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56212-0082-5 やまもと調剤薬局 〒611-0021 0774-25-6630株式会社　明徳ケアワ小南　晴洋 平14.10. 1調剤 薬局
     宇治市宇治山本２７－１７ 常　勤:    1ーク　代表取締役　横 新規 現存
     (薬       1)山　亮一 平26.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56312-0087-4 まつなし薬局 〒611-0011 0774-31-2187松梨　成子 水野　了郎 平16. 4. 1調剤 薬局
     宇治市五ケ庄折坂５６番地１プレ常　勤:    1 新規 現存
     ステージ黄檗内１Ｆ (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56412-0088-2 英薬局 〒611-0011 0774-38-1688宗教法人　日本聖道教鎌田　晃代 平16. 6.15調剤 薬局
     宇治市五ケ庄折坂６３－２　ラポ常　勤:    2団　代表役員　岩﨑　 組織変更 現存
     ート折坂１Ｆ (薬       2)壽子 平28. 6.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56512-0096-5 あんず薬局 〒611-0042 0774-28-0189有限会社　ヴィレンテ深見　満津子 平17.10. 1調剤 薬局
     宇治市小倉町南堀池９０－８０ 常　勤:    1バンブ　取締役　大道 交代 現存
     (薬       1)　正明 平29.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56612-0099-9 フラワー薬局　宇治店〒611-0028 0774-28-1193株式会社　メディカル金山　美沙 平18. 2. 1調剤 薬局
     宇治市南陵町１丁目１－３７１ 常　勤:    1一光　代表取締役　野 新規 現存
     (薬       1)間　誠司 平30. 2. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56712-0104-7 ドクトル薬局 〒611-0002 0774-38-1770有限会社　ドクトル　服部　正芳 平18. 6. 1調剤 薬局
     宇治市木幡南山畑３７番地の２４常　勤:    1代表取締役　岡村　佳 新規 現存
     (薬       1)彦 平30. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  56812-0108-8 フロンティア薬局　宇〒611-0021 0774-28-5051株式会社　フロンティ長谷川　正一 平19. 4. 1調剤 薬局
     治駅前店 宇治市宇治戸ノ内４ 常　勤:    4ア　代表取締役　重森 新規 現存
     (薬       4)　裕之 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56912-0109-6 もみじ薬局 〒611-0021 0774-21-8054田中　与則 田中　登紀子 平19. 4. 1調剤 薬局
     宇治市宇治里尻２２番地の２０ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57012-0113-8 薬局ホワイトはうす 〒611-0033 0774-46-5419有限会社ホワイトはう髙尾　克巳 平20. 5. 1調剤 薬局
     宇治市大久保町大竹４６番地の１常　勤:    2す　代表取締役　髙尾 移転 現存
     ０ (薬       2)　克巳 平26. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57112-0114-6 スギ薬局　ベルファ宇〒611-0041 0774-28-3511株式会社スギ薬局　代神谷　尚治 平20. 9. 1調剤 薬局
     治店 宇治市槇島町清水４８番地　ベル常　勤:    1表取締役　 原　栄一 交代 現存
     ファ宇治１階 (薬       1) 平26. 9. 1
     非常勤:   26
     (薬      26)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57212-0115-3 ユタカ薬局　宇治木幡〒611-0002 077-438-1630株式会社ユタカファー岸保　有里奈 平20.10. 1調剤 薬局
     南 宇治市木幡南端９番 常　勤:    3マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       3)羽田　洋行 平26.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57312-0118-7 みのり薬局小倉 〒611-0042 0774-28-1221株式会社ファルコファ上林　藍美香 平21. 3.21調剤 薬局
     宇治市小倉町西畑４０－４０ 常　勤:    1ーマシーズ　代表取締 交代 現存
     (薬       1)役　松原　宣正 平27. 3.21
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57412-0119-5 ハート調剤薬局本店 〒611-0003 0774-38-2561株式会社　ハートファ古川　洋子 平21. 5.19調剤 薬局
     宇治市平尾台４丁目５番１７ 常　勤:    1ーマシー　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       1)　嶋　博之 平27. 5.19
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57512-0120-3 ハート調剤薬局　五ヶ〒611-0011 0774-38-1722株式会社　ハートファ堀　純子 平21. 5.19調剤 薬局
     庄戸ノ内店 宇治市五ケ庄戸ノ内７－２３ 常　勤:    1ーマシー　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       1)　嶋　博之 平27. 5.19
     非常勤:    3
     (薬       3)
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  57612-0121-1 モリタ薬局北店 〒611-0027 0774-39-7712森田　英樹 十文字　和代 平21. 8. 1調剤 薬局
     宇治市羽拍子町３６－１クレアー常　勤:    3 新規 現存
     ル１階 (薬       3) 平27. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57712-0122-9 アイン薬局六地蔵店 〒611-0001 0774-38-1555株式会社　アインメデ藤田　貴子 平21.10. 1調剤 薬局
     宇治市六地蔵奈良町２６－３ 常　勤:    2ィオ　代表取締役　佐 交代 現存
     (薬       2)竹　辰幸 平27.10. 1
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57812-0123-7 リジョイス薬局　宇治〒611-0002 0774-33-8670株式会社　アインメデ三島　千尋 平21.10. 1調剤 薬局
     店 宇治市木幡南端４０－２３ 常　勤:    2ィオ　代表取締役　佐 交代 現存
     (薬       2)竹　辰幸 平27.10. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57912-0124-5 アイン薬局洛南店 〒611-0011 0774-38-0101株式会社　アインメデ髙橋　一仁 平21.10. 1調剤 薬局
     宇治市五ケ庄芝の東１２－２ 常　勤:    2ィオ　代表取締役　佐 交代 現存
     (薬       2)竹　辰幸 平27.10. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58012-0125-2 ホワイト薬局伊勢田店〒611-0043 0774-48-2216株式会社アイクリニカ岩木　英樹 平21.11. 1調剤 薬局
     宇治市伊勢田町中ノ田３７－１３常　勤:    1ルプラン　代表取締役 交代 現存
     ２ (薬       1)　岩木　英樹 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58112-0126-0 かわせみ調剤薬局 〒611-0043 0774-43-6264メグコーポレート株式高橋　昌宏 平22. 1. 1調剤 薬局
     宇治市伊勢田町南山５２番地の７常　勤:    1会社　代表取締役　松 新規 現存
     伊勢田ロイヤルハイツ１階２号室(薬       1)山　恵美子 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58212-0128-6 マリーン　なのはな薬〒611-0041 0774-28-4611株式会社マーメイド　髙木　利樹 平22. 8. 1調剤 薬局
     局 宇治市槇島町中川原１５７番地 常　勤:    1代表取締役　松山　喜 交代 現存
     (薬       1)範 平28. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58312-0131-0 木幡ゆう薬局 〒611-0002 0774-38-0222株式会社京都南調剤薬谷川　侑志 平23. 1. 1調剤 薬局
     京都府宇治市木幡西浦３４番地 常　勤:    1局　代表取締役　神林 新規 現存
     (薬       1)　純二 平29. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
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  58412-0132-8 アサクラ薬局 〒611-0033 0774-45-3685エーピーメディカル株金　美衣（金山俶子）平23. 1. 1調剤 薬局
     宇治市大久保町北の山２４－１ホ常　勤:    4式会社　代表取締役　 組織変更 現存
     クユービル１Ｆ (薬       4)金山　俶子 平29. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58512-0134-4 薬局ダックス宇治西大〒611-0033 0774-66-1201シミズ薬品株式会社　小林　雅子 平23. 5. 1調剤 薬局
     久保店 宇治市大久保町旦椋５０－２ 常　勤:    2代表取締役　本田　和 新規 現存
     (薬       2)之 平29. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58612-0135-1 ツバサ薬局　おうばく〒611-0011 0774-38-5566株式会社オフィスケン中尾　智子 平23. 7. 1調剤 薬局
     駅前店 宇治市五ケ庄新開１１ 常　勤:    2　代表取締役　影山　 新規 現存
     (薬       2)健 平29. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58712-0138-5 オーティ薬局小倉店 〒611-0042 0774-28-2651株式会社　オーティ　柴垣　晃 平24. 4. 1調剤 薬局
     京都府宇治市小倉町神楽田１０－常　勤:    5代表取締役　髙橋　敦 組織変更 現存
     ９ (薬       5)史 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58812-0139-3 南端ゆう薬局 〒611-0002 0774-38-2460株式会社京都南調剤薬堀江　朱実 平24. 4. 1調剤 薬局
     京都府宇治市木幡南端４８－１ 常　勤:    1局　代表取締役　神林 交代 現存
     (薬       1)　純二 平30. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58912-0140-1 おうばくゆう薬局 〒611-0011 0774-38-2077株式会社京都南調剤薬小林　一矢 平24. 4. 1調剤 薬局
     京都府宇治市五ケ庄新開１１－２常　勤:    1局　代表取締役　神林 交代 現存
     ６ (薬       1)　純二 平30. 4. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59012-0141-9 エブリディ薬局 〒611-0002 0774-32-1751合同会社　Ｏｎ　Ｅａ花岡　昌彦 平24. 8. 1調剤 薬局
     京都府宇治市木幡内畑３４番地ユ常　勤:    1ｒｔｈ　代表社員　余 交代 現存
     ニハイショップビル１Ｆ－６ (薬       1)田　朋子 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  59112-0142-7 宇治ゆう薬局 〒611-0001 0774-38-0333株式会社京都南調剤薬地村　拓也 平25. 1. 1調剤 薬局
     京都府宇治市六地蔵奈良町７４－常　勤:    1局　代表取締役　神林 移転 現存
     １パデシオン六地蔵ミッドモール(薬       1)　純二 平25. 1. 1
     ２Ｆ 非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59212-0144-3 やまぶき薬局 〒611-0025 0774-28-5165株式会社ケイ・エム・橋本　博史 平26. 2. 1調剤 薬局
     京都府宇治市神明宮北３０番地４常　勤:    1シー　代表取締役　松 新規 現存
     (薬       1)山　喜範 平26. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59312-0145-0 上の山ゆう薬局 〒611-0033 0774-41-3001株式会社京都南調剤薬水野　由夏 平26. 2. 1調剤 薬局
     京都府宇治市大久保町上ノ山５１常　勤:    1局　代表取締役　神林 新規 現存
     －２８ (薬       1)　純二 平26. 2. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59412-0146-8 エムハート薬局　寺山〒611-0031 0774-79-0285株式会社ミック　代表谷口　敬子 平26. 1. 1調剤 薬局
     店 京都府宇治市広野町寺山１０５－常　勤:    3取締役　中川　春原 交代 現存
     ４ (薬       3) 平26. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59512-0147-6 西本薬局 〒611-0028 0774-24-2268 本　幸平 本　幸平 平26. 1. 1調剤 薬局
     京都府宇治市南陵町１丁目１－３常　勤:    4 交代 現存
     ６８ (薬       4) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59612-0148-4 さくら薬局　京都宇治〒611-0021 0774-25-6207クラフト株式会社　代山本　哲平 平26. 4. 1調剤 薬局
     駅前店 京都府宇治市宇治里尻３６－３９常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 移転 現存
     (薬       2) 平26. 4. 1
     非常勤:   20
     (薬      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59712-0149-2 松田調剤薬局 〒611-0002 0774-26-5038松田合同会社　代表社中川　進 平26.10. 1調剤 薬局
     京都府宇治市木幡北山畑１９－２常　勤:    1員　松田　京子 組織変更 現存
     ８ (薬       1) 平26.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  59812-0150-0 松田明聖堂薬局 〒611-0002 0774-32-8819松田合同会社　代表社中島　完 平26.10. 1調剤 薬局
     京都府宇治市木幡西浦５５－１ 常　勤:    1員　松田　京子 組織変更 現存
     (薬       1) 平26.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59912-0151-8 いしだ調剤薬局 〒611-0042 0774-66-7895石田　誠 石田　誠 平27. 4. 1調剤 薬局
     京都府宇治市小倉町天王４０－１常　勤:    1 新規 現存
     ４レジデンス小倉１０３ (薬       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60012-0152-6 あおい薬局宇治徳洲会〒611-0041 0774-25-7500株式会社京都トラスト長谷川　有紀 平27. 6. 1調剤 薬局
     病院前店 京都府宇治市槇島町一ノ坪１４番常　勤:    2メディカ　代表取締役 新規 現存
     地１ (薬       2)　早川　潤 平27. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60112-0153-4 スギ薬局　宇治小倉店〒611-0042 0774-39-8158株式会社スギ薬局　代川岡　一治 平27. 6. 1調剤 薬局
     京都府宇治市小倉町春日森９番地常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60212-0154-2 ユタカ調剤薬局宇治徳〒611-0041 0774-28-5011株式会社ユタカファー増井　俊彦 平27. 6. 1調剤 薬局
     洲会病院前 京都府宇治市槇島町一ノ坪４８番常　勤:    7マシー　代表取締役　 移転 現存
     ３ (薬       7)羽田　洋行 平27. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60312-0155-9 ひかり薬局　京都宇治〒611-0021 0774-66-6505有限会社四国メディカ力久　美保 平27.10. 1調剤 薬局
     店 京都府宇治市宇治半白１７－１ 常　勤:    1ル・サポート　代表取 新規 現存
     (薬       1)締役　吉村　昭世 平27.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60412-0156-7 アイン薬局宇治店 〒611-0025 0774-48-2122株式会社アインファー髙田　紘至 平27.11. 1調剤 薬局
     京都府宇治市神明石塚５４－５１常　勤:    2マシーズ　代表取締役 交代 現存
     ２ (薬       2)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  60512-0157-5 醍醐ゆう薬局 〒611-0002 0774-38-5866株式会社京都南調剤薬田路　朋哉 平28. 4. 1調剤 薬局
     京都府宇治市木幡畑山田１７番１常　勤:    1局　代表取締役　神林 新規 現存
     (薬       1)　純二 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60612-0158-3 あおい薬局大久保店 〒611-0033 0774-41-1320株式会社京都トラスト早川　文子 平28. 5. 1調剤 薬局
     京都府宇治市大久保町久保１２ル常　勤:    1メディカ　代表取締役 新規 現存
     ーミネスガーデン１階 (薬       1)　早川　潤 平28. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60712-0159-1 スギ薬局宇治徳洲会病〒611-0041 0774-34-0272株式会社スギ薬局　代藤田　恭平 平28. 8. 1調剤 薬局
     院前店 京都府宇治市槇島町一ノ坪４７番常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     地の１ (薬       1) 平28. 8. 1
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60812-0160-9 スギ薬局宇治店 〒611-0021 0774-28-4181株式会社スギ薬局　代大西　義雄 平28.10. 1調剤 薬局
     京都府宇治市宇治弐番７８番地１常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平28.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60912-0161-7 薬局ダックス宇治小倉〒611-0043 0774-46-8811シミズ薬品株式会社　塩貝　晴久 平28.11. 1調剤 薬局
     西店 京都府宇治市伊勢田町砂田１０５常　勤:    1代表取締役　本田　和 新規 現存
     番地 (薬       1)之 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61012-0162-5 明徳調剤薬局　宇治駅〒611-0021 0774-22-4680株式会社明徳ケアワー田尾　修一 平28.12. 1調剤 薬局
     前店 京都府宇治市宇治戸ノ内８４番地常　勤:    1ク　代表取締役　横山 移転 現存
     １２ (薬       1)　亮一 平28.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61112-0163-3 なぎさ薬局　六地蔵店〒611-0001 0774-32-1127寛一商店株式会社　代堂本　和良 平29. 1. 1調剤 薬局
     京都府宇治市六地蔵町並１０番地常　勤:    1表取締役　瀬川　安紀 新規 現存
     (薬       1)子 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  61212-0164-1 なぎさ薬局　宇治徳洲〒611-0041 0774-25-6010寛一商店株式会社　代大石橋　利一 平29. 2. 1調剤 薬局
     会病院前店 京都府宇治市槇島町石橋７１番３常　勤:    1表取締役　瀬川　安紀 新規 現存
     (薬       1)子 平29. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61312-0165-8 あい薬局　宇治店 〒611-0021 0774-28-6656株式会社日栄　代表取山本　史子 平29. 6. 1調剤 薬局
     京都府宇治市宇治戸ノ内４－２２常　勤:    1締役　亀井　竜夫 交代 現存
     (薬       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61412-0166-6 ウエルシア薬局　宇治〒611-0043 0774-41-1270ウエルシア薬局株式会宮嶌　泰範 平29. 8. 1調剤 薬局
     伊勢田店 京都府宇治市伊勢田町若林５７番常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     地 (薬       1)　秀晴 平29. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61512-0167-4 モリタ薬局　小倉店 〒611-0042 0774-74-8747森田　英樹 森田　俊一 平29.11. 1調剤 薬局
     京都府宇治市小倉町神楽田１６番常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61612-0168-2 ユタカ薬局　槇島 〒611-0041 0774-28-6519株式会社ユタカファー山下　匠望 平29.12. 1調剤 薬局
     京都府宇治市槇島町本屋敷１２番常　勤:    1マシー　代表取締役社 新規 現存
     地 (薬       1)長　羽田　洋行 平29.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61712-0169-0 中央薬局 〒611-0002 0774-32-5651株式会社マスタリーメ新宮　順子 平29.11.17調剤 薬局
     京都府宇治市木幡南端７２番地１常　勤:    1ディック　代表取締役 交代 現存
     (薬       1)　北西　忠 平29.11.17
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61812-0170-8 アイセイ薬局　宇治大〒611-0031 0774-41-3166株式会社アイセイ薬局合田　俊一 平30. 5. 1調剤 薬局
     久保店 京都府宇治市広野町西裏８７ 常　勤:    1　代表取締役　藤井　 新規 現存
     (薬       1)江美 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  61912-0171-6 おおくぼゆう薬局 〒611-0031 0774-46-3110株式会社京都南調剤薬木村　良宇 平30. 4. 1調剤 薬局
     京都府宇治市広野町茶屋裏３番地常　勤:    1局　代表取締役　神林 交代 現存
     (薬       1)　純二 平30. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62012-0172-4 六地蔵ゆう薬局 〒611-0001 0774-33-4008株式会社京都南調剤薬藤原　由佳 平30. 4. 1調剤 薬局
     京都府宇治市六地蔵町並３９番地常　勤:    1局　代表取締役　神林 交代 現存
     の１５ (薬       1)　純二 平30. 4. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62113-0024-5 宇治田原薬局 〒610-0241 0774-88-5393＿木　均 ＿木　均 平12. 9. 1調剤 薬局
     綴喜郡宇治田原町南亥子２５　ト常　勤:    1 新規 現存
     キジンビルⅡ１０１号室 (薬       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62213-0026-0 多賀調剤薬局 〒610-0301 0774-99-4780南京都薬業株式会社　河原　秀保 平21. 4. 1調剤 薬局
     綴喜郡井手町大字多賀小字内垣内常　勤:    1代表取締役　山﨑　博 新規 現存
     ４番地 (薬       1)章 平27. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62313-0028-6 アイン薬局宇治田原町〒610-0254 0774-99-8523株式会社アインファー但木　文隆 平27.11. 1調剤 薬局
     店 京都府綴喜郡宇治田原町銘城台２常　勤:    1マシーズ　代表取締役 交代 現存
     ８－１ (薬       1)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62414-0030-0 こにし薬局 〒619-0232 0774-73-4708小西　優子 小西　優子 平12. 2. 1調剤 薬局
     相楽郡精華町桜が丘４丁目２３の常　勤:    1 新規 現存
     １１ (薬       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62514-0037-5 ルミナス薬局 〒619-0237 0774-98-0688株式会社　アール・エ澤井　功子 平15. 1. 1調剤 薬局
     相楽郡精華町光台４丁目２９－１常　勤:    2ス　代表取締役　竹村 新規 現存
     (薬       2)　佳久秀 平27. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  62614-0040-9 サン薬局　桜ヶ丘店 〒619-0232 0774-73-3227安井　将美 山内　理恵 平15.10. 1調剤 薬局
     京都府相楽郡精華町桜が丘４丁目常　勤:    1 組織変更 現存
     ２４－１４ (薬       1) 平27.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62714-0046-6 スズキ薬局　精華台店〒619-0238 0774-95-3012スズキ薬局株式会社　山永　和美 平18. 2. 1調剤 薬局
     相楽郡精華町精華台９－２－４ア常　勤:    2代表取締役　鈴木　光 新規 現存
     ピタタウン南館２Ｆ (薬       2)雄 平30. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62814-0051-6 キリン堂薬局　祝園駅〒619-0240 0774-98-2134株式会社キリン堂　代森　和也 平20. 1. 1調剤 薬局
     店 相楽郡精華町祝園西１丁目９番地常　勤:    1表取締役　寺西　豊彦 新規 現存
     ４６ (薬       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62914-0054-0 さくら薬局　京都精華〒619-0238 0774-98-2149クラフト株式会社　代三浦　麻衣 平22. 4. 1調剤 薬局
     台店 相楽郡精華町精華台２丁目１０－常　勤:    1表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     ２０ (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:   27
     (薬      27)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63014-0055-7 さくら薬局　京都祝園〒619-0241 0774-98-3716クラフト株式会社　代髙橋　美奈子 平22. 4. 1調剤 薬局
     店 相楽郡精華町大字祝園小字砂子田常　勤:    4表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     ６番地 (薬       4) 平28. 4. 1
     非常勤:   27
     (薬      27)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63114-0056-5 うさぎや薬局桜が丘店〒619-0232 0774-73-6718株式会社うさぎや薬局中村　奈々 平23. 6. 1調剤 薬局
     相楽郡精華町桜が丘３－２－１エ常　勤:    3　代表取締役　藤本　 組織変更 現存
     スペローマ高の原ウエスト１番館(薬       3)和子 平29. 6. 1
     １Ｆ 非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63214-0057-3 なごみ薬局 〒619-0238 0774-95-0753株式会社　なごみ薬局伊熊　久美子 平23. 9. 1調剤 薬局
     相楽郡精華町精華台二丁目１０番常　勤:    2　代表取締役　福井　 新規 現存
     １３ (薬       2)和美 平29. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  63314-0058-1 いい薬局　精華台店 〒619-0238 0774-39-7105株式会社ひいらぎ　代水谷　操 平25.10. 1調剤 薬局
     京都府相楽郡精華町精華台二丁目常　勤:    1表取締役　平山　証一 新規 現存
     １７－１１ (薬       1) 平25.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63414-0059-9 ウエルシア薬局相楽精〒619-0238 0774-95-9090ウエルシア薬局　株式垣内　卓也 平26. 7. 1調剤 薬局
     華台店 京都府相楽郡精華町精華台３－１常　勤:    1会社　代表取締役　水 新規 現存
     ２－３ (薬       1)野　秀晴 平26. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63514-0060-7 うさぎや薬局 〒619-0232 0774-75-1166株式会社うさぎや薬局阪井　茜 平26. 9. 1調剤 薬局
     京都府相楽郡精華町桜が丘三丁目常　勤:    3　代表取締役　藤本　 新規 現存
     ２４番５ (薬       3)和子 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63614-0061-5 ユタカ薬局祝園 〒619-0241 0774-98-6188株式会社ユタカファー生島　光子 平27. 2. 1調剤 薬局
     京都府相楽郡精華町祝園西１丁目常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     １－２ (薬       1)羽田　洋行 平27. 2. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63714-0062-3 マツヤマ薬局 〒619-1303 0743-95-2778松山　淳宗 許　淳宗（松山淳宗）平27. 6. 1調剤 薬局
     京都府相楽郡笠置町笠置隅田２６常　勤:    1 移転 現存
     番地 (薬       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63814-0063-1 ライス薬局 〒619-0238 0774-26-5365濱野　佐斗子 濱野　佐斗子 平27.10. 1調剤 薬局
     京都府相楽郡精華町精華台４丁目常　勤:    1 新規 現存
     ２１番１６号　１０１ (薬       1) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63914-0064-9 ひかり台薬局 〒619-0237 0774-94-5528株式会社エクスファル武藤　純子 平28. 9. 1調剤 薬局
     京都府相楽郡精華町光台７－１４常　勤:    3マ　代表取締役　岩崎 交代 現存
     －６ (薬       3)　英毅 平28. 9. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64014-0065-6 山口薬局活道ヶ丘店 〒619-1222 0774-39-7894山口　政延 山口　政延 平29. 4. 1調剤 薬局
     京都府相楽郡和束町白栖北半田２常　勤:    2 新規 現存
     ４ (薬       2) 平29. 4. 1
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  64114-0066-4 ほうその駅前薬局 〒619-0240 0774-98-0965株式会社ヘルシーファ金子　雅博 平29.10. 1調剤 薬局
     京都府相楽郡精華町祝園西１－２常　勤:    3ーム　代表取締役　澤 組織変更 現存
     ４－３祝園駅西医療ビル１階１０(薬       3)　健治郎 平29.10. 1
     ２号 非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64215-0008-3 新江田薬局 〒622-0322 新江田　格 新江田　格 昭35.11. 1 薬局
     船井郡京丹波町大朴口塩谷４－１常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64315-0013-3 藤坂薬局 〒622-0213 藤坂　登 藤坂　登 平 5. 8. 4調剤 薬局
     船井郡京丹波町須知新町５９ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64415-0026-5 ささゆり薬局 〒629-1121 0771-84-0127村上　康司 村上　育子 平23. 8. 1調剤 薬局
     船井郡京丹波町本庄木下５番地２常　勤:    2 移転 現存
     (薬       2) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64515-0027-3 みずほゆう薬局 〒622-0311 0771-86-1022株式会社京北調剤薬局森津　宏紀 平24. 3. 1調剤 薬局
     船井郡京丹波町和田大下２０番地常　勤:    1　代表取締役　宇野　 新規 現存
     １ (薬       1)充俊 平30. 3. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64615-0028-1 ティエス調剤薬局　み〒622-0311 0771-88-5577株式会社　ティエスプ藤澤　達史 平24. 7. 1調剤 薬局
     ずほ店 京都府船井郡京丹波町和田大下４常　勤:    1ラン　代表取締役　山 新規 現存
     番１号 (薬       1)本　一哉 平30. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64715-0029-9 藤坂薬局国道店 〒622-0213 0771-89-2289藤坂　登 坂　英史 平24.12. 1調剤 薬局
     京都府船井郡京丹波町須知岡畑２常　勤:    1 新規 現存
     ０－１ (薬       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64816-0007-3 寿屋薬局 〒621-0812 0771-22-2813澤田　登 澤田　美智子 平 6. 3.19調剤 薬局
     亀岡市横町１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  64916-0016-4 モチヅキ薬局 〒621-0865 0771-22-0303望月　つる子 望月　英孝 平 7. 3.17調剤 薬局
     亀岡市新町１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65016-0020-6 沢田薬局 〒621-0861 澤田　透 澤田　透 平 8. 2.27調剤 薬局
     亀岡市北町３１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65116-0028-9 池田薬局 〒621-0041 0771-23-5789有限会社池田薬局　代池田　将吾 平12.12.20調剤 薬局
     亀岡市千代川町小川二丁目１１４常　勤:    2表取締役　池田　将吾 移転 現存
     －１　マツモト千代川店内 (薬       2) 平24.12.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65216-0029-7 亀岡薬局 〒621-0804 0771-23-5904有限会社　マツヤマ　笹田　勇一 平14. 7. 1調剤 薬局
     亀岡市追分町馬場通２１番地１６常　勤:    2代表取締役　松山　 新規 現存
     (薬       2)雄 平26. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65316-0030-5 株式会社　ひまわり薬〒621-0834 0771-29-2191株式会社　ひまわり薬西上　敬子 平14. 9. 1調剤 薬局
     局　亀岡店 亀岡市篠町広田１丁目３２番－１常　勤:    2局　代表取締役　三上 新規 現存
     ２ (薬       2)　由美 平26. 9. 1
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65416-0032-1 ちよかわ薬局 〒621-0052 0771-29-6088永田　昭雄 永田　昭雄 平15. 6. 1調剤 薬局
     亀岡市千代川町千原１ー３４－４常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65516-0043-8 すずらん薬局　広田店〒621-0834 0771-25-5501株式会社スリーエス　寺田　希久子 平19. 2. 5調剤 薬局
     亀岡市篠町広田２丁目３８－１ 常　勤:    2代表取締役　岩田　庄 移転 現存
     (薬       2)司 平25. 2. 5
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65616-0046-1 薬局ダックス亀岡篠店〒621-0835 0771-22-4311シミズ薬品株式会社　能勢　悠介 平19.11. 1調剤 薬局
     亀岡市篠町浄法寺中村３９－１ 常　勤:    3代表取締役　本田　和 新規 現存
     (薬       3)之 平25.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  65716-0047-9 スギ薬局　馬堀店 〒621-0823 0771-29-5534株式会社スギ薬局　代伊藤　哲 平20. 9. 1調剤 薬局
     亀岡市篠町馬堀伊賀ノ辻８番地５常　勤:    1表取締役　 原　栄一 交代 現存
     (薬       1) 平26. 9. 1
     非常勤:   25
     (薬      25)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65816-0049-5 亀岡薬局イオン亀岡店〒621-0815 0771-24-5770有限会社　マツヤマ　松山　泰子 平21.11. 1調剤 薬局
     亀岡市古世町西内坪１０１イオン常　勤:    1代表取締役　松山　 新規 現存
     亀岡店１Ｆ (薬       1)雄 平27.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65916-0050-3 ポプリ薬局つつじヶ丘〒621-0846 0771-22-2822株式会社　ポプリ　代 瀬　裕之 平21.12. 1調剤 薬局
     店 亀岡市南つつじケ丘大葉台２丁目常　勤:    1表取締役　伊村　泰子 新規 現存
     ４４の１１ (薬       1) 平27.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66016-0051-1 ひよこ薬局 〒621-0824 0771-20-1317南丹調剤株式会社　代中西　暢之 平22. 4. 1調剤 薬局
     亀岡市篠町見晴六丁目１６番１号常　勤:    2表取締役　中西　暢之 新規 現存
     (薬       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66116-0052-9 ユタカ薬局千代川 〒621-0041 0771-29-5210株式会社ユタカファー國代　一祥 平23. 1. 1調剤 薬局
     京都府亀岡市千代川町小川１丁目常　勤:    2マシー　代表取締役　 新規 現存
     ２番地６ (薬       2)羽田　洋行 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66216-0054-5 すずらん薬局　馬堀店〒621-0828 0771-21-2311株式会社スリーエス　天野　順介 平23. 9. 1調剤 薬局
     亀岡市篠町馬堀駅前２丁目２０１常　勤:    3代表取締役　岩田　庄 移転 現存
     番８号 (薬       3)司 平29. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66316-0055-2 つわぶき調剤薬局 〒621-0861 0771-29-2077株式会社マーメイド　松浦　由弥 平23.11. 1調剤 薬局
     亀岡市北町５７番１５号カワモト常　勤:    2代表取締役　松山　喜 新規 現存
     北町ビル１Ｆ (薬       2)範 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66416-0057-8 亀岡薬局　クニッテル〒621-0815 0771-22-7771有限会社　マツヤマ　松山　 雄 平24. 9. 1調剤 薬局
     店 京都府亀岡市古世町西内坪３０－常　勤:    2代表取締役　松山　 新規 現存
     ６ (薬       2)雄 平24. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
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  66516-0059-4 ファーコス薬局　はた〒621-0815 0771-29-6008株式会社ファーコス　小室　佑太 平25. 4. 9調剤 薬局
     ご 京都府亀岡市古世町３丁目２３番常　勤:    6代表取締役　島田　光 移転 現存
     １号 (薬       6)明 平25. 4. 9
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66616-0060-2 かめおかゆう薬局 〒621-0806 0771-21-1077株式会社京北調剤薬局石田　奈緖 平26. 1. 1調剤 薬局
     京都府亀岡市余部町清水１７ 常　勤:    1　代表取締役　宇野　 新規 現存
     (薬       1)充俊 平26. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66716-0061-0 千代川ゆう薬局 〒621-0042 0771-21-1080株式会社京北調剤薬局塚原　泰宏 平26. 4. 1調剤 薬局
     京都府亀岡市千代川町高野林西ノ常　勤:    1　代表取締役　宇野　 新規 現存
     畑３番地８ (薬       1)充俊 平26. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66816-0062-8 アイン薬局亀岡店 〒621-0826 0771-29-3905株式会社アインファー藤本　亮 平27.11. 1調剤 薬局
     京都府亀岡市篠町篠下北裏３８－常　勤:    3マシーズ　代表取締役 交代 現存
     １ (薬       3)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66916-0063-6 かめおか駅前ゆう薬局〒621-0804 0771-29-3535株式会社京北調剤薬局矢谷　彬雄 平28. 4. 1調剤 薬局
     京都府亀岡市追分町大堀１４番地常　勤:    1　代表取締役　宇野　 交代 現存
     ３ヴィベールＹ１階 (薬       1)充俊 平28. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67016-0064-4 吉川ゆう薬局 〒621-0015 0771-21-0077株式会社京北調剤薬局澤田　麻澄 平28. 4. 1調剤 薬局
     京都府亀岡市吉川町吉田段ノ坪２常　勤:    1　代表取締役　宇野　 交代 現存
     ４番地３ (薬       1)充俊 平28. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67116-0065-1 あい薬局　アミティ店〒621-0815 0771-29-6920株式会社日栄　代表取安達　整実 平29. 6. 1調剤 薬局
     京都府亀岡市古世町２丁目４－１常　勤:    1締役　亀井　竜夫 交代 現存
     亀岡ショッピングセンター　アミ(薬       1) 平29. 6. 1
     ティ１階 非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  67216-0066-9 あい薬局　馬堀店 〒621-0824 0771-29-3380株式会社日栄　代表取新開　匠 平29. 6. 1調剤 薬局
     京都府亀岡市篠町見晴５丁目２０常　勤:    1締役　亀井　竜夫 交代 現存
     －１ (薬       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67316-0067-7 あい薬局　千代川店 〒621-0043 0771-29-5802株式会社日栄　代表取浅井　直子 平29. 6. 1調剤 薬局
     京都府亀岡市千代川町小林前田１常　勤:    1締役　亀井　竜夫 交代 現存
     ４３番地 (薬       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67418-0018-6 遠坂実アスパ薬局 〒623-0013 0773-42-5526株式会社遠坂實西町薬遠坂　和宏 平 6. 9.29調剤 薬局
     綾部市綾中町花ノ木３０　アスパ常　勤:    2局　代表取締役　遠坂 新規 現存
     内 (薬       2)　暁宏 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67518-0019-4 モリモト薬局Ｒｉｖｉ〒623-0011 0773-42-8250株式会社森本博愛堂薬森本　勝士 平 6.10.24調剤 薬局
     店 綾部市青野町西ノ後４３ 常　勤:    1局　代表取締役　森本 新規 現存
     (薬       1)　勝士 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67618-0032-7 しみん薬局 〒623-0011 0773-40-1441株式会社　コーナン薬岡田　留美 平17. 9. 1調剤 薬局
     綾部市青野町大塚７７－２ 常　勤:    3局　代表取締役　石束 新規 現存
     (薬       3)　卓巳 平29. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67718-0034-3 駅前調剤薬局 〒623-0046 0773-40-1660株式会社ダウザー　代鈴木　健太郎 平26.12. 1調剤 薬局
     京都府綾部市大島町二反田７－１常　勤:    1表取締役　加藤　貴拡 交代 現存
     ８ (薬       1) 平26.12. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67818-0035-0 コーナン薬局 〒623-0045 072-834-3322株式会社コーナン薬局志賀　良子 平28.10. 1調剤 薬局
     京都府綾部市高津町三反田９番３常　勤:    2　代表取締役　井上　 新規 現存
     号 (薬       2)博氏 平28.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  67918-0036-8 仁丹堂薬局 〒623-0062 0773-42-0708塩見　拓平 塩見　拓平 平29. 6.23調剤 薬局
     京都府綾部市相生町３０－６ 常　勤:    2 交代 現存
     (薬       2) 平29. 6.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68020-0004-2 ヤマギシ薬局 〒629-2262 0772-46-2018山岸薬品株式会社　代山岸　理喜 平 7.10. 1調剤 薬局
     与謝郡与謝野町字岩滝１８３０ 常　勤:    3表取締役　山岸　理喜 新規 現存
     (薬       3) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68120-0012-5 アピス薬局岩滝店 〒629-2261 0772-46-0820株式会社アピスファー林　仁美 平14. 2. 1調剤 薬局
     与謝郡与謝野町字男山４７４－２常　勤:    3マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       3)川越敏章 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68220-0014-1 クオール薬局　かや店〒629-2402 0772-44-1178クオール株式会社　代中村　有里 平14. 4. 1調剤 薬局
     与謝郡与謝野町算所３７２－１ 常　勤:    1表取締役　中村　敬 新規 現存
     (薬       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68320-0016-6 小西薬局 〒629-2312 0772-42-3839小西　淸志 小西　淸志 平15. 5.12調剤 薬局
     与謝郡与謝野町字四辻４７ 常　勤:    2 その他 現存
     (薬       2) 平27. 5.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68420-0019-0 かや薬局 〒629-2403 0772-44-0005有限会社メディコック稲田　健太郎 平23.10. 1調剤 薬局
     与謝郡与謝野町字加悦小字大下４常　勤:    2ス　代表取締役　稲田 新規 現存
     ４２－１ (薬       2)　健太郎 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68520-0020-8 ゴダイ薬局岩滝店 〒629-2261 0772-46-1755ゴダイ株式会社　代表山本　淳 平24. 5. 1調剤 薬局
     京都府与謝郡与謝野町字男山１４常　勤:    1取締役　浦上　晃之 新規 現存
     ２－１ (薬       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68620-0021-6 クオール薬局与謝野町〒629-2303 0772-44-1089クオール株式会社　代三上　藍美 平25. 3. 1調剤 薬局
     店 京都府与謝郡与謝野町字石川５６常　勤:    1表取締役　中村　敬 新規 現存
     ０３番地３ (薬       1) 平25. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68720-0022-4 日本調剤与謝野薬局 〒629-2261 0772-46-9110日本調剤株式会社　代中野　泰岳 平27. 7. 1調剤 薬局
     京都府与謝郡与謝野町男山２６９常　勤:    2表取締役　三津原　博 新規 現存
     番地の２ (薬       2) 平27. 7. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
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  68820-0023-2 フラワー薬局岩滝店 〒629-2261 0772-46-0893株式会社メディカル一濵田　省悟 平27. 6.29調剤 薬局
     京都府与謝郡与謝野町字男山２８常　勤:    2光　代表取締役　野間 移転 現存
     ５番 (薬       2)　誠司 平27. 6.29
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68920-0024-0 大西薬局 〒629-2312 0772-43-0024一ノ瀬　淑 一ノ瀬　淑 平27.12.17調剤 薬局
     京都府与謝郡与謝野町字四辻７３常　勤:    2 交代 現存
     ９－１ (薬       2) 平27.12.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69021-0018-0 フタバ調剤薬局 〒626-0041 0772-22-5619株式会社ティーエムア田村　菊美 平 7.10.25調剤 薬局
     宮津市鶴賀２０６９－２ 常　勤:    2ールオー　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　上田　伊織 平28. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69121-0022-2 フタバ調剤薬局　京街〒626-0027 0772-22-1112株式会社　ティーエム上田　冨美子 平17. 9. 1調剤 薬局
     道 宮津市京街道２１１ 常　勤:    1アールオー　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　上田　伊織 平29. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69221-0023-0 みやづスマイル薬局 〒626-0043 0772-20-1230株式会社スマイルぷら稲岡　久仁子 平20.12. 1調剤 薬局
     宮津市字惣４１７番地６ 常　勤:    2す　代表取締役　稲岡 交代 現存
     (薬       2)　義孝 平26.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69321-0024-8 みやづスマイル薬局　〒626-0024 0772-20-1240株式会社スマイルぷら谷原　暢 平26.11. 1調剤 薬局
     柳縄手店 京都府宮津市字柳縄手３０６番地常　勤:    2す　代表取締役　稲岡 新規 現存
     (薬       2)　義孝 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69426-0021-3 合資会社荒木薬局 〒620-0028 0773-22-3638合資会社荒木薬局　無荒木　千恵子 平 6. 1.30調剤 薬局
     福知山市字上新３４ 常　勤:    1限責任社員　荒木　文 新規 休止
     (薬       1)雄 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69526-0032-0 豊富薬局 〒620-0926 島田　秀実 島田　秀実 平 2.11.13調剤 薬局
     福知山市新庄１００－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  69626-0033-8 黄治湯薬品 〒620-0856 0773-27-0360芦田　純子 芦田　昌浩 平 8. 2.22調剤 薬局
     福知山市土師宮町２丁目１８２ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69726-0035-3 桝屋藤木薬局 〒620-0014 0773-22-2550藤木　祥治 藤木　祥治 平 7.11.17調剤 薬局
     福知山市中ノ２５０ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69826-0039-5 黒庄薬局 〒620-0024 0773-22-2028吉田　理眞子 吉田　理眞子 平16. 3.28調剤 薬局
     福知山市字東長町５６番地 常　勤:    2 移転 現存
     (薬       2) 平28. 3.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69926-0040-3 日本調剤　福知山薬局〒620-0055 0773-25-4068日本調剤株式会社　代藤田　真人 平17. 3. 1調剤 薬局
     福知山市篠尾新町３－１１６－１常　勤:    4表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       4) 平29. 3. 1
     非常勤:   21
     (薬      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70026-0041-1 ふくちやまゆう薬局 〒620-0055 0773-23-6661株式会社　八木調剤薬久留米　愛 平17. 4. 1調剤 薬局
     福知山市篠尾新町３丁目１１５番常　勤:    1局　代表取締役　船戸 新規 現存
     地 (薬       1)　一晴 平29. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70126-0043-7 えぐち薬局 〒620-0925 0773-24-3312江口　知明 江口　知明 平17. 8. 1調剤 薬局
     福知山市篠尾９３０－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70226-0044-5 やくの薬局 〒629-1321 0773-38-9032有限会社　メディコッ馬場　克一 平17. 7. 1調剤 薬局
     福知山市夜久野町直見６２６７－常　勤:    1クス　代表取締役　稲 新規 現存
     ２ (薬       1)田　健太郎 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70326-0046-0 ポポロ調剤薬局 〒620-0942 0773-25-2078有限会社　サンミ企画荒木　文雄 平19. 4. 1調剤 薬局
     福知山市駅南町二丁目２０５番地常　勤:    2　代表取締役　北村　 新規 現存
     (薬       2)泰亨 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  70426-0047-8 内記ゆう薬局 〒620-0035 0773-23-8018株式会社　八木調剤薬澤田　瞳 平19. 4. 1調剤 薬局
     福知山市字内記６３番５３ 常　勤:    2局　代表取締役　船戸 新規 現存
     (薬       2)　一晴 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70526-0050-2 ユタカ薬局福知山厚中〒620-0056 0773-24-2267株式会社ユタカファー大槻　将平 平21. 9. 1調剤 薬局
     福知山市厚中町１６６番地 常　勤:    3マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       3)羽田　洋行 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70626-0051-0 牧ゆう薬局 〒620-0913 0773-33-5252株式会社八木調剤薬局川端　大毅 平22. 3. 1調剤 薬局
     福知山市字牧小字宮ヶ４９１番地常　勤:    1　代表取締役　船戸　 新規 現存
     (薬       1)一晴 平28. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70726-0052-8 榎原ゆう薬局 〒620-0962 0773-34-1125株式会社八木調剤薬局 田　友梨奈 平22.11. 1調剤 薬局
     福知山市字榎原小字惣ノ貝１３５常　勤:    1　代表取締役　船戸　 新規 現存
     ８・１３５８－３ (薬       1)一晴 平28.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70826-0053-6 株式会社　アキタ薬局〒620-0892 0773-22-8800株式会社　アキタ薬局秋田　 已 平24. 8. 1調剤 薬局
     京都府福知山市字天田２８９番地常　勤:    1　代表取締役　秋田　 組織変更 現存
     の１ (薬       1) 已 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70926-0054-4 アキタ薬局　駅南店 〒620-0940 0773-23-3377株式会社　アキタ薬局秋田　啓介 平24. 8. 1調剤 薬局
     京都府福知山市駅南町１丁目２７常　勤:    2　代表取締役　秋田　 組織変更 現存
     ８ (薬       2) 已 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71026-0056-9 オリーブ薬局 〒620-0045 0773-25-5757株式会社エクセル　代濱野　望 平25. 4. 1調剤 薬局
     京都府福知山市駅前町２２１番地常　勤:    2表取締役　門脇　吉弘 新規 現存
     ２ (薬       2) 平25. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71126-0057-7 大池坂ゆう薬局 〒620-0816 0773-20-1577株式会社八木調剤薬局西垣　香織 平26. 1. 1調剤 薬局
     京都府福知山市大池坂町６９ 常　勤:    1　代表取締役　船戸　 新規 現存
     (薬       1)一晴 平26. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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  71226-0058-5 阪神調剤薬局　福知山〒620-0940 0773-25-2133株式会社阪神調剤薬局北川　昂佑 平26. 4. 1調剤 薬局
     店 京都府福知山市駅南町一丁目２８常　勤:    3　代表取締役　岩崎　 新規 現存
     ３番地 (薬       3)壽毅 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71326-0059-3 クオール薬局大江店 〒620-0301 0773-56-5689クオール株式会社　代三上　拓也 平27. 4. 1調剤 薬局
     京都府福知山市大江町河守１９４常　勤:    1表取締役　中村　敬 新規 現存
     ４ (薬       1) 平27. 4. 1
     非常勤:   18
     (薬      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71426-0061-9 オレンジ薬局　福知山〒620-0867 0773-45-8701株式会社プチファーマ寺﨑　友貴 平28. 4. 1調剤 薬局
     店 京都府福知山市字前田１８７８番常　勤:    1シスト　代表取締役　 交代 現存
     地の２３５ (薬       1)柳生　美江 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71526-0062-7 阪神調剤薬局　末広フ〒620-0054 0773-23-6666株式会社阪神調剤薬局古牧　卓雄 平28. 9. 1調剤 薬局
     ァーマシー店 京都府福知山市末広町三丁目１番常　勤:    6　代表取締役　岩崎　 移転 現存
     地の２ (薬       6)壽毅 平28. 9. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71626-0063-5 ウエルシア薬局　福知〒620-0051 0773-25-3051ウエルシア薬局株式会畑　可菜 平28.12. 1調剤 薬局
     山昭和新町店 京都府福知山市昭和新町７３番地常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71727-0004-7 中田薬局 〒625-0035 中田　玲子 中田　ひろ子 昭38.11. 1調剤 薬局
     舞鶴市字溝尻１２３ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71827-0023-7 梅垣薬局 〒624-0854 0773-75-0785梅垣　忠正 梅垣　忠正 昭54. 1.16調剤 薬局
     舞鶴市字円満寺１５６ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71927-0027-8 中町薬局 〒625-0041 嵯峨根　かをり 嵯峨根　かをり 平元. 6. 6 薬局
     舞鶴市溝尻中町８－１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  72027-0030-2 本河中央薬局 〒625-0036 0773-62-0034本河中央薬局　有限会本河　眞美子 平 8. 4. 1調剤 薬局
     舞鶴市字浜７５６ 常　勤:    1社　代表取締役　本河 新規 現存
     (薬       1)　眞美子 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72127-0037-7 ヒロベ薬局 〒625-0036 0773-62-0064 部　修 部　利惠子 平 7. 9.29 薬局
     舞鶴市字浜３３４ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72227-0039-3 太陽堂薬局白鳥店 〒624-0905 0773-77-2710株式会社太陽堂　代表藤本　陽子 平 9.10.21調剤 薬局
     舞鶴市字福来１１１１の２ 常　勤:    2取締役　藤本　茂樹 新規 現存
     (薬       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72327-0043-5 フラワー薬局舞鶴店 〒625-0036 0773-65-2277株式会社メディカル一安達　明子 平10. 3.11調剤 薬局
     舞鶴市字浜１０９６番地 常　勤:    3光　代表取締役　野間 新規 現存
     (薬       3)　誠司 平28. 3.11
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72427-0044-3 まいづる薬局 〒625-0060 0773-66-3311有限会社岡本芸南堂薬 田　ゆかり 平10. 3.13調剤 薬局
     舞鶴市桃山町１４－６番地 常　勤:    2局　代表取締役　岡本 新規 現存
     (薬       2)　隆 平28. 3.13
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72527-0051-8 まいづる薬局西支店 〒624-0906 0773-78-2500有限会社岡本芸南堂薬蝶野　典子 平10.11. 4調剤 薬局
     舞鶴市字倉谷１６７７ 常　勤:    2局　代表取締役　岡本 新規 現存
     (薬       2)　隆 平28.11. 4
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72627-0061-7 まいづる薬局国立前 〒625-0051 0773-65-1188有限会社　岡本芸南堂荒木　典子 平12. 6. 1調剤 薬局
     舞鶴市行永東町１２－９ 常　勤:    1薬局　代表取締役　岡 新規 現存
     (薬       1)本　隆 平30. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72727-0064-1 クオール薬局　あさひ〒625-0036 0773-65-3333クオール株式会社　代岡本　怜也 平13. 2. 1調剤 薬局
     店 舞鶴市字浜７８４番地 常　勤:    1表取締役　中村　敬 その他 現存
     (薬       1) 平25. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
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  72827-0065-8 クオール薬局　しじょ〒625-0036 0773-65-2555クオール株式会社　代冨岡　千郁 平13. 2. 1調剤 薬局
     う店 舞鶴市字浜１１５０番地 常　勤:    1表取締役　中村　敬 その他 現存
     (薬       1) 平25. 2. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72927-0068-2 あい薬局 〒625-0036 0773-66-2320有限会社　あい薬局　楠本　貴美子 平13. 8.31調剤 薬局
     舞鶴市字浜８０１番地 常　勤:    1代表取締役　楠本　貴 組織変更 現存
     (薬       1)美子 平25. 8.31
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73027-0069-0 いさづ薬局 〒624-0816 0773-78-2005いさづ薬局　有限会社川本　忠正 平14. 5. 7調剤 薬局
     舞鶴市字伊佐津５４番地１ 常　勤:    2　取締役　櫻井　寛 移転 現存
     (薬       2) 平26. 5. 7
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73127-0071-6 佐々木薬局 〒625-0035 0773-63-5445内山薬品株式会社　代佐々木　靖雄 平15. 1.29調剤 薬局
     舞鶴市大字溝尻小字浜田１５０－常　勤:    3表取締役　佐々木　孝 組織変更 現存
     ３５ (薬       3)造 平27. 1.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73227-0075-7 マナイ薬局 〒624-0841 0773-78-2850有限会社　あい薬局　楠本　久美子 平15. 9. 1調剤 薬局
     舞鶴市引土２９０番地１ 常　勤:    1代表取締役　楠本　貴 新規 現存
     (薬       1)美子 平27. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73327-0077-3 有限会社　小町屋京田〒624-0823 0773-78-3150有限会社　小町屋京田丸山　裕子 平16. 4. 1調剤 薬局
     薬局 舞鶴市字京田小字大角１８番地の常　勤:    5薬局　丸山　裕子 新規 現存
     １ (薬       5) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73427-0079-9 ファルコはやぶさ薬局〒624-0906 0773-78-3721株式会社ファルコファ岡村　栄志 平16. 9. 1調剤 薬局
     　舞鶴日赤前店 京都府舞鶴市倉谷１６０５番地 常　勤:    3ーマシーズ　代表取締 新規 現存
     (薬       3)役　松原　宣正 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73527-0081-5 わかば薬局 〒624-0929 0773-78-3151いさづ薬局有限会社　 下　和子 平17. 5. 1調剤 薬局
     舞鶴市字寺内２１ 常　勤:    2取締役　櫻井　寛 移転 現存
     (薬       2) 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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  73627-0082-3 佐々木薬局　森店 〒625-0056 0773-64-2660内山薬品株式会社　代森　陽子 平17. 9. 1調剤 薬局
     舞鶴市倉梯町３０番地の２ 常　勤:    2表取締役　佐々木　孝 その他 現存
     (薬       2)造 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73727-0084-9 株式会社　みのり薬局〒624-0914 0773-76-2031株式会社　みのり薬局真下　耕治 平18. 8. 1調剤 薬局
     舞鶴市字下安久９７８番地の７ 常　勤:    2　代表取締役　真下　 新規 現存
     (薬       2)耕治 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73827-0087-2 太陽堂薬局　市場店 〒625-0025 0773-62-0260株式会社　太陽堂　代花﨑　邦子 平18.10.13調剤 薬局
     舞鶴市字市場１６番地 常　勤:    1表取締役　藤本　茂樹 移転 現存
     (薬       1) 平24.10.13
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73927-0088-0 八島堂薬局　南浜店 〒625-0061 0773-62-9881有限会社　八島堂　代梅村　亮司 平18.11. 1調剤 薬局
     舞鶴市森町１５番地５ 常　勤:    1表取締役　梅村　保雄 その他 現存
     (薬       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74027-0089-8 あべ薬局　二条店 〒625-0036 0773-66-6675阿部　義雄 阿部　義雄 平19. 7. 1調剤 薬局
     舞鶴市浜１１２５番地 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74127-0093-0 かもめ薬局 〒625-0036 0773-63-3919株式会社　西利　代表西村　康幸 平21. 7.15調剤 薬局
     舞鶴市大字浜４４９ 常　勤:    1取締役　西村　康幸 組織変更 現存
     (薬       1) 平27. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74227-0095-5 阪神調剤薬局　舞鶴店〒624-0906 0773-78-1210株式会社阪神調剤薬局森田　貴弘 平23. 9. 1調剤 薬局
     舞鶴市倉谷１５６９番地－２ 常　勤:    4　代表取締役　岩崎　 新規 現存
     (薬       4)壽毅 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74327-0096-3 佐々木薬局　西舞鶴店〒624-0816 0773-78-1717内山薬品株式会社　代野原　かおる 平23.12.12調剤 薬局
     舞鶴市伊佐津２００番地の１７ 常　勤:    2表取締役　佐々木　孝 移転 現存
     (薬       2)造 平29.12.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74427-0097-1 みなと薬局 〒625-0025 0773-77-5833株式会社みなと薬局　桐村　昌典 平24. 4. 1調剤 薬局
     京都府舞鶴市字市場６２－１ 常　勤:    1代表取締役　桐村　昌 新規 現存
     (薬       1)典 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  74527-0099-7 しおじ通り薬局 〒625-0036 0773-65-2503有限会社　あい薬局　大西　衣美子 平26. 5. 1調剤 薬局
     京都府舞鶴市字浜２００１－１ 常　勤:    1代表取締役　楠本　貴 新規 現存
     (薬       1)美子 平26. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74627-0100-3 クオール薬局　舞鶴矢〒625-0040 0773-66-7789クオール株式会社　代秦　みづほ 平26. 6. 1調剤 薬局
     之助店 京都府舞鶴市矢之助町３２－９ 常　勤:    1表取締役　中村　敬 新規 現存
     (薬       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74727-0101-1 ヘイワ薬局 〒624-0923 0773-77-1078株式会社ヘイワ薬局　木戸　勝之 平26. 8. 1調剤 薬局
     京都府舞鶴市魚屋２９６番地 常　勤:    1代表取締役　木戸　勝 組織変更 現存
     (薬       1)之 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74827-0102-9 ユタカ薬局東舞鶴駅前〒625-0057 0773-66-5520株式会社　ユタカファ岡村　和樹 平27. 1. 1調剤 薬局
     京都府舞鶴市南浜町２０番地９ 常　勤:    2ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　羽田　洋行 平27. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74927-0103-7 にこにこ薬局 〒624-0906 0773-77-8650株式会社葵調剤　代表寺田　貴彦 平27. 4. 1調剤 薬局
     京都府舞鶴市倉谷１５２９ 常　勤:    1取締役　生駒　忠史 新規 現存
     (薬       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75027-0105-2 倉梯ゆう薬局 〒625-0056 0773-66-5533株式会社京北調剤薬局水原　拓 平28. 4. 1調剤 薬局
     京都府舞鶴市倉梯町１７番１０ 常　勤:    1　代表取締役　宇野　 新規 現存
     (薬       1)充俊 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75127-0106-0 浜ゆう薬局 〒625-0036 0773-66-2225株式会社京北調剤薬局瀬尾　永造 平28. 4. 1調剤 薬局
     京都府舞鶴市浜７６１－２ 常　勤:    1　代表取締役　宇野　 交代 現存
     (薬       1)充俊 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  75227-0107-8 中舞鶴ゆう薬局 〒625-0083 0773-66-7200株式会社京北調剤薬局 平28. 4. 1調剤 薬局
     京都府舞鶴市余部上小字余部上４常　勤:    1　代表取締役　宇野　 交代 現存
     ３３番 (薬       1)充俊 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75327-0108-6 三安ゆう薬局 〒625-0051 0773-65-4777株式会社京北調剤薬局横川　友理子 平28. 4. 1調剤 薬局
     京都府舞鶴市行永東町２４番地の常　勤:    1　代表取締役　宇野　 交代 現存
     ５ (薬       1)充俊 平28. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75427-0109-4 ユタカ薬局西舞鶴伊佐〒624-0816 0773-78-9060株式会社ユタカファー中野　さくら 平28.10. 1調剤 薬局
     津 京都府舞鶴市字伊佐津小字大長瀬常　勤:    2マシー　代表取締役　 新規 現存
     ５５番地１ (薬       2)羽田　洋行 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75527-0110-2 まいづるゆう薬局 〒624-0928 0773-78-2611株式会社京北調剤薬局木舩　陽子 平30. 4. 1調剤 薬局
     京都府舞鶴市字竹屋小字竹屋町７常　勤:    1　代表取締役　宇野　 交代 現存
     ９番地１ (薬       1)充俊 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75628-0008-6 春日薬局 〒610-0111 0774-52-3227大西　吉文 大西　和嘉子 平 4.10.18調剤 薬局
     城陽市富野西垣内３２ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平28.10.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75728-0020-1 畑中薬局 〒610-0114 0774-53-6352畑中　祐介 畑中　祐介 平元.10.26調剤 薬局
     城陽市市辺柿木原４８－１ 常　勤:    5 新規 現存
     (薬       5) 平28.10.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75828-0033-4 久津川薬局 〒610-0101 0774-52-5927山下信行 山下　幸江 平 9.10. 1調剤 薬局
     城陽市平川中道表１番地の１１ 常　勤:    3 交代 現存
     (薬       3) 平30. 1. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75928-0034-2 京寿薬局　寺田店 〒610-0121 0774-58-2271株式会社　京寿薬品　森　昌子 平10. 5.29調剤 薬局
     城陽市寺田樋尻１２－５４ 常　勤:    2代表取締役　佐々木　 組織変更 現存
     (薬       2)輝彦 平28. 5.29
     非常勤:    8
     (薬       8)
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  76028-0036-7 テイコクファミリー薬〒610-0117 0774-56-1361株式会社テイコク製薬小山　光枝 平12.10. 1調剤 薬局
     局　城陽店 城陽市枇杷庄鹿背田６２ 常　勤:    1社　代表取締役　畠山 新規 現存
     (薬       1)　兼一郎 平24.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76128-0037-5 ファルコはやぶさ薬局〒610-0121 0774-57-0607株式会社ファルコファ宮原　幸恵 平12.10. 1調剤 薬局
     　寺田店 城陽市寺田垣内後４３番地の６ 常　勤:    1ーマシーズ　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　松原　宣正 平24.10. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76228-0040-9 ファルコはやぶさ薬局〒610-0101 0774-54-7265株式会社ファルコファ佐分利　敬 平13. 4. 1調剤 薬局
     　平川店 城陽市平川西六反３４番地の１ 常　勤:    1ーマシーズ　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　松原　宣正 平25. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76328-0043-3 れもん薬局 〒610-0121 0774-52-0285有限会社れもん薬局　小田　陽子 平13. 5.29調剤 薬局
     城陽市寺田水度坂１５番地の１７常　勤:    1代表取締役　竹内　俊 移転 現存
     ０ (薬       1)介 平25. 5.29
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76428-0044-1 春日薬局　城陽駅前支〒610-0121 0774-56-1771有限会社オーシャンジ大西　吉則 平13. 7. 1調剤 薬局
     店 城陽市寺田林ノ口２番地２３　中常　勤:    1ャパン　代表取締役　 新規 現存
     塚ビル１Ｆ (薬       1)大西　吉則 平25. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76528-0049-0 ことぶき　京阪薬局 〒610-0121 0774-55-9118長谷川　壽美子 長谷川　壽美子 平16. 1. 1 薬局
     城陽市寺田水度坂１５番地４２９常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76628-0051-6 クオール薬局城陽店 〒610-0101 0774-56-7189クオール株式会社　代畑中　美穂 平16. 2. 1調剤 薬局
     城陽市平川浜道裏４８番６ 常　勤:    1表取締役　中村　敬 新規 現存
     (薬       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  76728-0052-4 ふれあい城南薬局 〒610-0101 0774-52-2809株式会社近畿予防医学 本　嘉嗣 平16. 8. 2調剤 薬局
     城陽市平川車塚１－２ 常　勤:    3研究所　代表取締役　 交代 現存
     (薬       3)広田　周一 平28. 8. 2
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76828-0053-2 坂野薬局 〒610-0117 0774-54-1545坂野　信郎 坂野　信郎 平17. 8.30調剤 薬局
     城陽市枇杷庄鹿背田１０６－３１常　勤:    1 移転 現存
     (薬       1) 平29. 8.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76928-0054-0 長池薬局 〒610-0112 0774-52-0079有限会社　長池薬局　髙村　美穂 平17.10. 1調剤 薬局
     城陽市長池北清水２４ 常　勤:    2取締役　野村　誠子 組織変更 現存
     (薬       2) 平29.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77028-0055-7 なる薬局 〒610-0111 0774-57-0751株式会社ファルコファ石坪　直也 平19. 7. 1調剤 薬局
     城陽市富野鷺坂山５９－３ 常　勤:    2ーマシーズ　代表取締 交代 現存
     (薬       2)役　松原　宣正 平25. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77128-0056-5 いちい薬局 〒610-0101 0774-52-2807株式会社　いちい　代小林　多喜治 平21.10.16調剤 薬局
     城陽市平川中道表１８番地の１４常　勤:    1表取締役　一井　滋信 その他 現存
     (薬       1) 平27.10.16
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77228-0058-1 すばる薬局 〒610-0117 0774-57-3700株式会社プチファーマ大谷　淑子 平24. 6. 1調剤 薬局
     城陽市枇杷庄鹿背田７２番地　ト常　勤:    1シスト　代表取締役　 交代 現存
     ライアングルプラザ (薬       1)柳生　美江 平30. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77328-0059-9 ふうり調剤薬局 〒610-0101 0774-57-3600株式会社愛知メディッ相田　賢悟 平25. 5. 1調剤 薬局
     京都府城陽市平川山道２８番４ 常　勤:    1クス　代表取締役　植 新規 現存
     (薬       1)田　吉洋 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77428-0061-5 長池薬局　寺田店 〒610-0121 0774-52-0079有限会社長池薬局　取塚本　陽子 平25.10. 1調剤 薬局
     京都府城陽市寺田東ノ口４４番地常　勤:    2締役　野村　誠子 新規 現存
     １４ (薬       2) 平25.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
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  77528-0062-3 はつね調剤薬局 〒610-0121 0774-56-1060株式会社マーメイド　八田　剛宏 平26. 1. 1調剤 薬局
     京都府城陽市寺田今橋１１番８ 常　勤:    1代表取締役　松山　喜 新規 現存
     (薬       1)範 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77628-0064-9 小梅調剤薬局 〒610-0121 0774-57-5220株式会社マーメイド　石井　智 平27. 8. 1調剤 薬局
     京都府城陽市寺田今堀１５２－４常　勤:    1代表取締役　松山　喜 新規 現存
     ４ (薬       1)範 平27. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77728-0065-6 ななつ星薬局 〒610-0121 0774-57-5772浅井　庸克 浅井　庸克 平28. 7. 1調剤 薬局
     京都府城陽市寺田垣内後２９－１常　勤:    1 新規 現存
     ７ (薬       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77828-0066-4 ひまわり調剤薬局 〒610-0102 0774-74-8878株式会社アイメディク藤原　一寛 平29. 3. 1調剤 薬局
     京都府城陽市久世里ノ西１６４番常　勤:    1ス　代表取締役　豊田 新規 現存
     地の３ (薬       1)　悦子 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77928-0067-2 こぐま薬局 〒610-0121 0774-34-1600株式会社ブローラ　代小島　俊二 平29. 9. 1調剤 薬局
     京都府城陽市寺田北山田３１－２常　勤:    1表取締役　小島　俊二 新規 現存
     ９ (薬       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78028-0068-0 薬局ダックス城陽久津〒610-0101 0774-66-1112シミズ薬品株式会社　松田　裕香 平29.11. 1調剤 薬局
     川店 京都府城陽市平川横道８７番１ 常　勤:    1代表取締役　本田　和 新規 現存
     (薬       1)之 平29.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78128-0069-8 プラム薬局 〒610-0121 0774-54-6667シマタニ株式会社　代南　稔恵 平30. 2. 1調剤 薬局
     京都府城陽市寺田高田６５ 常　勤:    2表取締役　田中　貴子 新規 現存
     (薬       2) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78228-0070-6 久津川ゆう薬局 〒610-0101 0774-57-5666株式会社京都南調剤薬澤田　祐樹 平30. 5. 8調剤 薬局
     京都府城陽市平川山道４６－２５常　勤:    1局　代表取締役　神林 その他 現存
     －１ (薬       1)　純二 平30. 5. 8
     非常勤:    6
     (薬       6)
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  78329-0001-9 小島薬局 〒614-8342 小島　重信 小島　重信 昭38.11. 1 薬局
     八幡市橋本小金川８ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78429-0013-4 新朝日薬局 〒614-8366 075-983-2032朝井　洋文 松　一恵 昭58. 3.25調剤 薬局
     八幡市男山泉１８－１３ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平28. 3.25
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78529-0018-3 石川薬局八幡店 〒614-8025 075-981-3533株式会社ドラッグ石川石川　俊重 平 7. 9.29調剤 薬局
     八幡市八幡源氏垣外１－４　ファ常　勤:    2　代表取締役　石川　 新規 現存
     ミレＹＡＷＡＴＡ (薬       2)佳嗣 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78629-0025-8 八幡あい薬局 〒614-8004 075-972-3801飯尾　隆史 飯尾　隆史 平12. 4. 1調剤 薬局
     八幡市八幡山柴３４番４ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78729-0030-8 サンプラザ薬局八幡 〒614-8366 075-982-9901株式会社　サンプラザ横井　理絵 平14. 8. 1調剤 薬局
     八幡市男山泉１４－８　　林第２常　勤:    2加地　代表取締役　加 新規 現存
     ビル１階 (薬       2)地　尚子 平26. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78829-0034-0 サンプラザ薬局男山石〒614-8374 075-981-5553株式会社　サンプラザ日向　克高 平17. 3. 1調剤 薬局
     城 八幡市男山石城４－１５石城マン常　勤:    3加地　代表取締役　加 新規 現存
     ション１０６号 (薬       3)地　尚子 平29. 3. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78929-0037-3 ダンチ・センター薬局〒614-8373 075-981-9619株式会社　京メディカ本澤　和貴 平17.10. 1調剤 薬局
     八幡市男山八望３－２　ファミー常　勤:    1　取締役　本澤　貴久 組織変更 現存
     ル樟葉男山１Ｆ (薬       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79029-0038-1 ダンチ・センター薬局〒614-8093 075-971-3154株式会社　京メディカ本澤　貴久 平17.10. 1調剤 薬局
     　市役所前店 八幡市八幡三本橋１８－１０ 常　勤:    1　取締役　本澤　貴久 組織変更 現存
     (薬       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  79129-0041-5 なごみグリーン薬局 〒614-8280 075-983-7224西島　訓克 西島　訓克 平18. 2. 1調剤 薬局
     京都府八幡市戸津奥谷５２－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79229-0043-1 青葉堂薬局 〒613-0852 075-633-5309株式会社　青葉堂　代中 　豊光 平18.12. 1調剤 薬局
     八幡市八幡樋ノ口３－１６ 常　勤:    1表取締役　野村　卓三 新規 現存
     (薬       1) 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79329-0044-9 はちみつ薬局 〒614-8297 075-203-1184有限会社ヴィレンテバ時吉　美紀 平19.10. 1調剤 薬局
     京都府八幡市欽明台西１５番地３常　勤:    2ンブ　取締役　大道　 新規 現存
     (薬       2)正明 平25.10. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79429-0045-6 レインボー薬局　欽明〒614-8295 075-971-3310株式会社大阪レインボ中山　綾子 平20.12. 1調剤 薬局
     台 八幡市欽明台中央１番６ 常　勤:    1ー薬局　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)木下　康昭 平26.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79529-0046-4 ａｋ薬局　男山店 〒614-8367 075-972-3817若江東大阪ファーマシ仲井　秀文 平20.11.25調剤 薬局
     八幡市男山長沢２３－１０ 常　勤:    1ィ薬局株式会社　代表 移転 現存
     (薬       1)取締役　森　あかね 平26.11.25
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79629-0047-2 スギ薬局八幡男山店 〒614-8067 075-971-3417株式会社スギ薬局　代古川　貴史 平21. 6. 1調剤 薬局
     八幡市八幡中ノ山１９４番地１ 常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平27. 6. 1
     非常勤:   23
     (薬      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79729-0048-0 なの花薬局男山店 〒614-8366 075-972-6015株式会社共栄ファーマ 井　智江利 平21. 8. 1調剤 薬局
     八幡市男山泉１番地１大黒ビル１常　勤:    2シー　代表取締役　宇 新規 現存
     階 (薬       2)野　光裕 平27. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79829-0049-8 フェリス薬局 〒614-8295 075-874-6781株式会社　ハーモニア米田　寛子 平21.11. 9調剤 薬局
     八幡市欽明台中央１番地２ベルメ常　勤:    2ス　取締役　米田　宜 新規 現存
     ゾン１１番館１Ｆ (薬       2)正 平27.11. 9
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  79929-0050-6 さくら薬局　京都長田〒614-8071 075-971-5920クラフト株式会社　代関　裕司 平22. 4. 1調剤 薬局
     店 八幡市八幡五反田３７－９五反田常　勤:    3表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     中央ビル１０２号室 (薬       3) 平28. 4. 1
     非常勤:   25
     (薬      25)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80029-0051-4 さくら薬局　京都八幡〒614-8114 075-971-5303クラフト株式会社　代野々口　有希 平22. 4. 1調剤 薬局
     店 八幡市川口別所５８－１ 常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     (薬       2) 平28. 4. 1
     非常勤:   21
     (薬      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80129-0052-2 コストコホールセール〒614-8294 075-971-3705コストコホールセール酒見　由美 平23.11. 1調剤 薬局
     八幡倉庫店薬局 八幡市欽明台北５番地 常　勤:    3ジャパン株式会社　代 新規 現存
     (薬       3)表取締役　ケン　テリ 平29.11. 1
     オ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80229-0053-0 ながい薬局　橋本本店〒614-8336 075-981-2611株式会社ＡＰＯＴＨＥ長井　隆 平26.10. 1調剤 薬局
     京都府八幡市橋本向山１６－３２常　勤:    4ＫＥ　代表取締役　長 組織変更 現存
     今村ビル１階 (薬       4)井　隆 平26.10. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80329-0054-8 ながい薬局　金振店 〒614-8365 075-972-3501株式会社ＡＰＯＴＨＥ長井　雅子 平26.10. 1調剤 薬局
     京都府八幡市男山金振２７－３ 常　勤:    1ＫＥ　代表取締役　長 組織変更 現存
     (薬       1)井　隆 平26.10. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80429-0055-5 つばき薬局 〒614-8366 075-925-8961有限会社エステート椿前田　智昭 平27. 7. 1調剤 薬局
     京都府八幡市男山泉１９－１ 常　勤:    1　取締役　伊藤　寛 新規 現存
     (薬       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80529-0056-3 つばき薬局　美濃山店〒614-8294 075-925-7014有限会社エステート椿山田　桂子 平27.11. 1調剤 薬局
     京都府八幡市欽明台北４－１－１常　勤:    1　取締役　伊藤　寛 新規 現存
     ０１ (薬       1) 平27.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  80629-0057-1 ツバサ薬局　八幡店 〒614-8093 075-972-2390株式会社オフィスケン藤瀬　誠子 平28. 4. 1調剤 薬局
     京都府八幡市八幡三本橋１－９ 常　勤:    2　代表取締役　影山　 交代 現存
     (薬       2)健 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80729-0059-7 キリン堂薬局　ソフィ〒614-8294 075-971-3505株式会社キリン堂　代北原　秀晃 平28.12. 1調剤 薬局
     アモール松井山手店 京都府八幡市欽明台北１番地 常　勤:    1表取締役　寺西　豊彦 新規 現存
     (薬       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80829-0060-5 ココカラファイン薬局〒614-8043 075-972-1289株式会社ココカラファ天野　緑 平29.10. 1調剤 薬局
     　イズミヤ八幡店 京都府八幡市八幡一ノ坪２３－１常　勤:    1インヘルスケア　代表 交代 現存
     イズミヤ八幡店１階 (薬       1)取締役　塚本　厚志 平29.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80930-0012-4 天資堂薬局 〒617-0824 075-951-8627吉川　恒雄 吉川　恒雄 昭49.10.30調剤 薬局
     長岡京市天神２－１－５ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81030-0051-2 パール薬局 〒617-0814 075-951-5029五十嵐　久夫 五十嵐　久夫 平11.10. 1調剤 薬局
     長岡京市今里舞塚１８番地の１０常　勤:    1 新規 現存
     ７ (薬       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81130-0053-8 ファルコいちもんばし〒617-0825 075-958-1821株式会社ファルコファ中村　紗矢香 平12. 5. 1調剤 薬局
     薬局 長岡京市一文橋二丁目２４番地２常　勤:    5ーマシーズ　代表取締 組織変更 現存
     ２号 (薬       5)役　松原　宣正 平30. 5. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81230-0058-7 ほんべ薬局　セブン通〒617-0823 075-958-4193ほんべ薬局株式会社　長谷川　令子 平17. 1. 1調剤 薬局
     り店 長岡京市長岡２丁目２６－１７ 常　勤:    1代表取締役　本部　一 新規 現存
     (薬       1)郎 平29. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81330-0059-5 調子薬局 〒617-0844 075-951-1017調子　惠子 調子　惠子 平16.12.15調剤 薬局
     長岡京市調子１丁目２３番１０号常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平28.12.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
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  81430-0061-1 ほんべ薬局　ファミー〒617-0826 075-958-6800ほんべ薬局株式会社　飯尾　くるみ 平17. 9. 1調剤 薬局
     ル長岡京店 長岡京市開田２丁目９－１２ 常　勤:    2代表取締役　本部　一 新規 現存
     (薬       2)郎 平29. 9. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81530-0063-7 かわかみ調剤薬局 〒617-0814 075-958-3263有限会社　Ｋ．Ｐ．コ橋本　和代 平18. 5. 1調剤 薬局
     長岡京市今里西ノ口４－１８ 常　勤:    1ーポレーション　代表 移転 現存
     (薬       1)取締役　河上　 治 平30. 5. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81630-0067-8 石川調剤薬局 〒617-0826 075-959-0668株式会社　健友　代表玉利　純子 平19.10. 1調剤 薬局
     長岡京市開田４丁目１番５号　田常　勤:    2取締役　玉利　純子 交代 現存
     中ビル１階 (薬       2) 平25.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81730-0069-4 長岡今里ケアーズ薬局〒617-0814 075-958-4610株式会社ケアーズ　代森久　利香 平20. 8. 1調剤 薬局
     長岡京市今里西ノ口１０－４ 常　勤:    1表取締役　岸本　一男 新規 現存
     (薬       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81830-0070-2 ほんべ薬局平和堂店 〒617-0833 075-955-6161ほんべ薬局株式会社　髙見　元子 平20. 9. 1調剤 薬局
     長岡京市神足２－２－１　平和堂常　勤:    2代表取締役　本部　一 新規 現存
     フレンドマート１階 (薬       2)郎 平26. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81930-0071-0 竹の台調剤薬局 〒617-0826 075-957-8686株式会社エスファーマ橋田　寛子 平20.11. 1調剤 薬局
     長岡京市開田４丁目４－１０ 常　勤:    1シー　代表取締役　石 新規 現存
     (薬       1)川　桂一 平26.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82030-0074-4 梅ヶ丘薬局 〒617-0845 075-951-1497福田　幸彦 波多野　知子 平22. 1. 1調剤 薬局
     長岡京市下海印寺横山２番地－１常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  82130-0075-1 梅ヶ丘薬局高台店 〒617-0856 075-957-5397福田　幸彦 安宅　紗永子 平22. 1. 1調剤 薬局
     長岡京市金ケ原塚穴ノ前３－１パ常　勤:    2 交代 現存
     レス金ケ原１階Ａ (薬       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82230-0078-5 エムハート薬局　馬場〒617-0828 075-958-3910株式会社　ミック　代井本　一樹 平26. 1. 1調剤 薬局
     店 京都府長岡京市馬場見場走り１７常　勤:    4表取締役　中川　春原 新規 現存
     番地５ (薬       4) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82330-0079-3 ほんべ薬局　アゼリア〒617-0823 075-959-7333ほんべ薬局株式会社　山本　 雄 平26. 1. 1調剤 薬局
     店 京都府長岡京市長岡２－１－３９常　勤:    2代表取締役　本部　一 新規 現存
     (薬       2)郎 平26. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82430-0080-1 ひじり調剤薬局 〒617-0843 075-952-8881株式会社エスファーマ山内　かな美 平26. 3. 1調剤 薬局
     京都府長岡京市友岡４丁目２１番常　勤:    4シー　代表取締役　石 新規 現存
     １３号ルピナス・ヴィータ１－４(薬       4)川　桂一 平26. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82530-0081-9 さくら薬局　京都長岡〒617-0812 075-925-5761クラフト株式会社　代上村　亮太 平26. 7. 1調剤 薬局
     京店 京都府長岡京市長法寺川原谷３０常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 新規 現存
     －３ (薬       2) 平26. 7. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82630-0082-7 ほんべ薬局　今里店 〒617-0814 075-954-0101ほんべ薬局株式会社　小林　有香 平26. 8. 1調剤 薬局
     長岡京市今里庄ノ渕３３－５ 常　勤:    1代表取締役　本部　一 新規 現存
     (薬       1)郎 平26. 8. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82730-0084-3 えがおＤｅ薬局　長岡〒617-0824 075-959-3300株式会社ジヤパンフア瀧　杏奈 平27. 1. 1調剤 薬局
     京店 京都府長岡京市天神１丁目３番２常　勤:    3ーマシー　代表取締役 交代 現存
     ８号 (薬       3)　前田　光男 平27. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  82830-0085-0 スギ薬局　長岡天神店〒617-0824 075-955-1116株式会社スギ薬局　代森﨑　由美 平27. 7. 1調剤 薬局
     京都府長岡京市天神一丁目１番５常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     ２号田中興産ビル１階 (薬       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82930-0087-6 乙訓調剤薬局　長岡店〒617-0826 075-952-8018株式会社エスファーマ石川　達也 平27.10. 1調剤 薬局
     京都府長岡京市開田４丁目８－５常　勤:    2シー　代表取締役　石 新規 現存
     　若竹ビル１Ｆ (薬       2)川　桂一 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83030-0089-2 乙訓調剤薬局 〒617-0826 075-954-7292株式会社エスファーマ藤原　和俊 平28.10. 1調剤 薬局
     京都府長岡京市開田四丁目９番６常　勤:    5シー　代表取締役　石 移転 現存
     号ペガサスビル１Ｆ (薬       5)川　桂一 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83130-0091-8 アイセイ薬局　長岡天〒617-0826 075-956-9251株式会社　アイセイ薬棚原　建 平28.10. 1調剤 薬局
     神店 京都府長岡京市開田四丁目８－６常　勤:    2局　代表取締役　藤井 交代 現存
     クリニックステーション長岡天神(薬       2)　江美 平28.10. 1
     １Ｆ 非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83230-0092-6 乙訓まち薬局 〒617-0824 075-874-1790株式会社メディアズワ八川　雄太 平29. 2. 1調剤 薬局
     京都府長岡京市天神五丁目６番１常　勤:    2ン　代表取締役　坂口 新規 現存
     ８号　オークリッチながおか１０(薬       2)　彰 平29. 2. 1
     ２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83330-0093-4 乙訓調剤薬局　今里店〒617-0814 075-959-5011株式会社エスファーマ石川　桂一 平29. 4. 1調剤 薬局
     京都府長岡京市今里三ノ坪４－１常　勤:    1シー　代表取締役　石 新規 現存
     　コモド長岡京１Ｆ (薬       1)川　桂一 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83430-0094-2 あい薬局　花山店 〒617-0842 075-958-6965株式会社日栄　代表取辻田　寿夫 平29. 6. 1調剤 薬局
     京都府長岡京市花山３丁目１－２常　勤:    2締役　亀井　竜夫 交代 現存
     (薬       2) 平29. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83530-0095-9 あい薬局　長岡京店 〒617-0845 075-956-2706株式会社日栄　代表取田邉　亜紀 平29. 6. 1調剤 薬局
     京都府長岡京市下海印寺横山４６常　勤:    1締役　亀井　竜夫 交代 現存
     －３ (薬       1) 平29. 6. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
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  83630-0096-7 薬局ダックス長岡京今〒617-0814 075-874-2777シミズ薬品株式会社　安田　大佑 平29.10. 1調剤 薬局
     里店 京都府長岡京市今里５丁目１４７常　勤:    1代表取締役　本田　和 新規 現存
     (薬       1)之 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83730-0097-5 ティエス調剤薬局長岡〒617-0833 075-874-5834株式会社ティエスプラ厳本　明積 平29.12. 1調剤 薬局
     京店 京都府長岡京市神足１丁目１０番常　勤:    1ン　代表取締役　山本 新規 現存
     １２号 (薬       1)　一哉 平29.12. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83830-0098-3 ふたば薬局　長岡京店〒617-0812 075-959-7111株式会社テラ・ヘルス山口　美智子 平29.12. 1調剤 薬局
     京都府長岡京市長法寺川原谷２８常　勤:    1プロモーション　代表 交代 現存
     －８ (薬       1)取締役　赤松　優仁 平29.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83930-0099-1 ふたば薬局　滝ノ町店〒617-0817 075-958-2053株式会社テラ・ヘルス小原　啓江 平29.12. 1調剤 薬局
     京都府長岡京市滝ノ町１－１５－常　勤:    3プロモーション　代表 交代 現存
     １１ (薬       3)取締役　赤松　優仁 平29.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84030-0100-7 神足ゆう薬局 〒617-0833 075-959-0760株式会社ユーピーディ西村　夏紀 平30. 4. 1調剤 薬局
     京都府長岡京市神足３丁目４－７常　勤:    1ー　代表取締役　宇野 交代 現存
     (薬       1)　進 平30. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84130-0101-5 開田ゆう薬局 〒617-0826 075-958-2377株式会社ユーピーディ青山　和樹 平30. 4. 1調剤 薬局
     京都府長岡京市開田４丁目１－１常　勤:    1ー　代表取締役　宇野 交代 現存
     ４ (薬       1)　進 平30. 4. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84231-0005-6 株式会社マルナカ薬局〒617-0002 075-921-0459株式会社マルナカ薬局中川　浩司 平 7. 8.16調剤 薬局
     向日市寺戸町梅ノ木１０－９ 常　勤:    2　代表取締役　中川　 新規 現存
     (薬       2)浩司 平28. 8.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84331-0009-8 法貴薬局 〒617-0001 075-931-0709法貴　和子 法貴　和子 昭57. 1.18調剤 薬局
     向日市物集女町豆尾２８－４ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平29. 1. 1
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  84431-0010-6 伊原薬局 〒617-0002 075-922-8702伊原　節子 伊原　節子 昭58.10.20調剤 薬局
     向日市寺戸町大牧１－１９２ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84531-0019-7 有限会社三晃薬局 〒617-0006 075-931-2386有限会社　三晃薬局　井上　里美 平 9. 2.27調剤 薬局
     向日市上植野町南開４５番地の７常　勤:    3代表取締役　井上　里 新規 現存
     (薬       3)美 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84631-0022-1 かわかみ調剤薬局　東〒617-0002 075-924-2116有限会社Ｋ．Ｐ．コー成　明穗 平12.10. 1調剤 薬局
     向日店 向日市寺戸町初田１９番地の３　常　勤:    1ポレーション　代表取 新規 現存
     Ｋ＆Ｃプラザ１階 (薬       1)締役　河上　 治 平24.10. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84731-0024-7 乙訓調剤薬局　向日町〒617-0002 075-925-0668株式会社エスファーマ後　憲幸 平18. 8. 1調剤 薬局
     店 向日市寺戸町辰巳１３－２ 常　勤:    2シー　代表取締役　石 新規 現存
     (薬       2)川　桂一 平24. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84831-0026-2 在宅支援薬局　おとく〒617-0006 075-932-1900株式会社エスファーマ木全　理容 平20. 4. 1調剤 薬局
     に 向日市上植野町南開４９－４ 常　勤:    2シー　代表取締役　石 新規 現存
     (薬       2)川　桂一 平26. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84931-0027-0 クオール薬局東むこう〒617-0002 075-935-8189クオール株式会社　代小川　久美子 平22. 2. 1調剤 薬局
     店 向日市寺戸町梅ノ木２－２ 常　勤:    1表取締役　中村　敬 新規 現存
     (薬       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85031-0030-4 株式会社　マツノ薬局〒617-0002 075-921-6839株式会社　マツノ薬局松野　敏 平24. 5. 1調剤 薬局
     京都府向日市寺戸町久々相８番地常　勤:    2　代表取締役　松野　 組織変更 現存
     の２パレＨＳＰ１０４号 (薬       2)敏 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85131-0031-2 三晃薬局　ひがし店 〒617-0004 075-874-5431有限会社　三晃薬局　井上　了 平24.10. 1調剤 薬局
     京都府向日市鶏冠井町沢ノ西１６常　勤:    4代表取締役　井上　里 新規 現存
     番地の１０８ (薬       4)美 平24.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
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  85231-0032-0 物集女ゆう薬局 〒617-0001 075-924-0116株式会社ユーピーディ勇　佳緒里 平26. 3. 1調剤 薬局
     京都府向日市物集女町池ノ裏２５常　勤:    1ー　代表取締役　宇野 新規 現存
     番地３ (薬       1)　進 平26. 3. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85331-0033-8 プラザ薬局　洛西口店〒617-0002 075-934-5088株式会社プラザ薬局　小田　浩平 平26. 5. 1調剤 薬局
     京都府向日市寺戸町八ノ坪１２２常　勤:    2代表取締役　小田　典 新規 現存
     番地洛西口クリニックビル１階 (薬       2)央 平26. 5. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85431-0035-3 なの花薬局　洛西口駅〒617-0002 075-935-6421株式会社共栄ファーマ山本　有寿 平28. 4. 1調剤 薬局
     前店 京都府向日市寺戸町七ノ坪１００常　勤:    2シー　代表取締役　宇 新規 現存
     (薬       2)野　光裕 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85531-0036-1 梅ヶ丘薬局　東向日店〒617-0002 075-932-2281福田　幸彦 福田　幸彦 平28.11. 1調剤 薬局
     京都府向日市寺戸町渋川３－１０常　勤:    2 新規 現存
     豊嶋ハイツ１Ｆ (薬       2) 平28.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85631-0037-9 ユタカ薬局　向日森本〒617-0003 075-924-5611株式会社ユタカファー勝眞　崇元 平29. 3. 1調剤 薬局
     京都府向日市森本町高田１１番地常　勤:    1マシー　代表取締役社 新規 現存
     (薬       1)長　羽田　洋行 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85731-0038-7 あい薬局　洛西口店 〒617-0002 075-925-3008株式会社日栄　代表取佐久間　隆 平29. 6. 1調剤 薬局
     京都府向日市寺戸町七ノ坪１３９常　勤:    1締役　亀井　竜夫 交代 現存
     ベアティ洛西口１階 (薬       1) 平29. 6. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85831-0039-5 あい薬局　上植野店 〒617-0006 075-924-2002株式会社日栄　代表取小池　久美子 平29. 6. 1調剤 薬局
     京都府向日市上植野町落堀１４－常　勤:    1締役　亀井　竜夫 交代 現存
     ５－２ (薬       1) 平29. 6. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  85931-0040-3 ふたば薬局　向日店 〒617-0002 075-925-1220株式会社テラ・ヘルス米本　昌弘 平29.12. 1調剤 薬局
     京都府向日市寺戸町向畑５３番地常　勤:    2プロモーション　代表 交代 現存
     ５３ (薬       2)取締役　赤松　優仁 平29.12. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86032-0008-8 三和薬局 〒610-0334 0774-62-3422相原　純一 相原　統 平 9. 9.30調剤 薬局
     京田辺市田辺中央１丁目６番地３常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24. 9.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86132-0013-8 げんき館薬局 〒610-0334 0774-64-2773有限会社　天美ケンコ牟田　靖子 平12. 9. 1調剤 薬局
     京田辺市田辺中央１丁目５番地１常　勤:    2ー薬局　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)萩原　吉 平24. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86232-0018-7 山崎薬局 〒610-0311 0774-64-3224山﨑　博章 山﨑　博章 平14. 3. 8調剤 薬局
     京田辺市草内中垣内１５番地の１常　勤:    1 移転 現存
     (薬       1) 平26. 3. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86332-0024-5 駅前薬局　松井山手店〒610-0357 0774-64-0900株式会社　Ｒ＆Ｅ　ｍ井上　純一 平15. 4. 1調剤 薬局
     京田辺市山手東１丁目２番３号　常　勤:    2ｅｄｉｃａｌ　代表取 新規 現存
     丸若ビル１０１号 (薬       2)締役　前田　久志 平27. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86432-0025-2 たけのこ薬局 〒610-0311 0774-68-5505大道　正明 辰巳　祐子 平15. 4. 1調剤 薬局
     京田辺市草内穴口１０番地の３オ常　勤:    1 組織変更 現存
     カジマライフステージⅠ棟１０１(薬       1) 平27. 4. 1
     号室 非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86532-0026-0 京寿薬局　本店 〒610-0334 0774-64-2545株式会社　京寿薬品　佐藤　亜佳子 平16.10.12調剤 薬局
     京都府京田辺市田辺中央六丁目３常　勤:    5代表取締役　佐々木　 移転 現存
     番地２マジェスティ・セントラル(薬       5)輝彦 平28.10.12
     ビル１Ｆ 非常勤:   28
     (薬      28)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86632-0029-4 カイセイ薬局 〒610-0356 0774-64-3020株式会社　育星会　代山田　直美 平18.12. 1調剤 薬局
     京田辺市山手中央１－１２ローソ常　勤:    1表取締役　飯田　彰 新規 現存
     ン松井山手駅前店内 (薬       1) 平24.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
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  86732-0030-2 京寿薬局　田辺西店 〒610-0334 0774-68-1818株式会社　京寿薬品　安食　朋子 平19. 6. 1調剤 薬局
     京田辺市田辺中央六丁目３番地５常　勤:    2代表取締役　佐々木　 新規 現存
     (薬       2)輝彦 平25. 6. 1
     非常勤:   29
     (薬      29)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86832-0032-8 ツバサ薬局　京田辺店〒610-0341 0774-64-8880有限会社　ウイングメ福地　あづさ 平22. 3.20調剤 薬局
     京田辺市薪水取５４－５ 常　勤:    2ディカル　代表取締役 その他 現存
     (薬       2)　影山　典子 平28. 3.20
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86932-0034-4 クローバー薬局 〒610-0355 0774-65-3700有限会社東ローズ薬局丹羽　由希 平22. 8. 1調剤 薬局
     京田辺市山手西２丁目２－２ 常　勤:    3　代表取締役　丹羽　 移転 現存
     (薬       3)祐司 平28. 8. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87032-0035-1 田辺まごころ薬局 〒610-0361 0774-46-8931南京都薬業株式会社　神尾　倫子 平22. 9. 1調剤 薬局
     京田辺市河原御影３０－２４橋本常　勤:    1代表取締役　山﨑　博 新規 現存
     テナント１Ｆ (薬       1)章 平28. 9. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87132-0036-9 京寿薬局　興戸店 〒610-0332 0774-46-9555株式会社　京寿薬品　中川　広子 平23.12. 1調剤 薬局
     京田辺市興戸北落延４２番地１ 常　勤:    1代表取締役　佐々木　 新規 現存
     (薬       1)輝彦 平29.12. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87232-0037-7 かのん薬局 〒610-0361 0774-64-8812飯尾　隆史 益田　敦子 平24.12.10調剤 薬局
     京都府京田辺市河原御影３０－１常　勤:    1 移転 現存
     １７ (薬       1) 平24.12.10
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87332-0038-5 カイセイ薬局　松井ケ〒610-0353 0774-66-4705株式会社育星会　代表土井　恵美子 平25. 5. 1調剤 薬局
     丘店 京都府京田辺市松井ケ丘３丁目１常　勤:    2取締役　飯田　彰 新規 現存
     番８号 (薬       2) 平25. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  87432-0039-3 きはら薬局 〒610-0313 0774-62-0227株式会社Ｌａｓ　ｈｅ木原　裕子 平25.10. 1調剤 薬局
     京都府京田辺市三山木田中１２番常　勤:    2ｒｍａｎａｓ　代表取 組織変更 現存
     地 (薬       2)締役　諸　美弥子 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87532-0040-1 ツバサ薬局　新田辺駅〒610-0361 0774-68-1326有限会社　ウイングメ米田　桂子 平26. 3.24調剤 薬局
     前店 京都府京田辺市河原受田４５番地常　勤:    1ディカル　代表取締役 移転 現存
     プランドール京田辺１Ｃ号 (薬       1)　影山　典子 平26. 3.24
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87632-0041-9 ユタカ薬局　三山木 〒610-0313 0774-68-1300株式会社ユタカファー長井　真澄 平26. 8. 1調剤 薬局
     京都府京田辺市三山木西荒木８番常　勤:    2マシー　代表取締役　 新規 現存
     地 (薬       2)羽田　洋行 平26. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87732-0042-7 京寿薬局　三山木店 〒610-0313 0774-68-6677株式会社京寿薬品　代島田　繁 平26.12. 1調剤 薬局
     京都府京田辺市三山木高飛３５－常　勤:    3表取締役　佐々木　輝 新規 現存
     １サザンルネス三山木１Ｆ (薬       3)彦 平26.12. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87832-0043-5 ユタカ薬局京田辺 〒610-0334 0774-64-8611株式会社ユタカファー村山　真菜 平27. 6. 1調剤 薬局
     京都府京田辺市田辺中央三丁目４常　勤:    2マシー　代表取締役　 新規 現存
     －１ (薬       2)羽田　洋行 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87932-0044-3 クローバー薬局　東店〒610-0355 0774-94-6767有限会社東ローズ薬局松本　昌武 平27. 9. 1調剤 薬局
     京都府京田辺市山手西２丁目２－常　勤:    2　代表取締役　丹波　 新規 現存
     １０日東センタービル１階 (薬       2)祐司 平27. 9. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88032-0045-0 つつじ薬局 〒610-0332 0774-64-3133株式会社エムロード　河野　守 平28. 3. 1調剤 薬局
     京都府京田辺市興戸東垣内８２－常　勤:    2代表取締役　道下　真 新規 現存
     ２ (薬       2) 平28. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88132-0046-8 アイセイ薬局　花住坂〒610-0352 0774-68-0590株式会社　アイセイ薬大山　友子 平28.10. 1調剤 薬局
     店 京都府京田辺市花住坂３－１１－常　勤:    3局　代表取締役　藤井 交代 現存
     １ (薬       3)　江美 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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  88232-0047-6 三山木ゆう薬局 〒610-0313 0774-68-1025株式会社京都南調剤薬金橋　紀明 平29.10. 1調剤 薬局
     京都府京田辺市三山木谷浦１０－常　勤:    1局　代表取締役　神林 新規 現存
     １ (薬       1)　純二 平29.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88332-0048-4 たなべゆう薬局 〒610-0361 0774-68-1601株式会社京都南調剤薬田中　雅人 平30. 4. 1調剤 薬局
     京都府京田辺市河原神谷８－１９常　勤:    1局　代表取締役　神林 交代 現存
     (薬       1)　純二 平30. 4. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88433-0006-0 原武薬局 〒629-2501 原武　道明 原武　道明 平 2. 4.20調剤 薬局
     京丹後市大宮町口大野６６７ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88533-0011-0 安達薬局 〒627-0111 07726-5-2531安達　健蔵 安達　健蔵 昭63.11.11調剤 薬局
     京丹後市弥栄町溝谷３３１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88633-0013-6 野村薬局 〒629-3402 0772-82-0034野村　一民 野村　一民 平 9. 8. 6調剤 薬局
     京丹後市久美浜町３０３９ 常　勤:    1 その他 現存
     (薬       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88733-0015-1 日本調剤　久美浜薬局〒629-3411 0772-82-5155日本調剤　株式会社　美馬　卓人 平17.11. 1調剤 薬局
     京丹後市久美浜町栃谷今森２０５常　勤:    5代表取締役　三津原　 新規 現存
     ０番地 (薬       5)博 平29.11. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88833-0016-9 田中薬局 〒629-3101 0772-72-0561田中　宏明 田中　宏明 平18. 4.18調剤 薬局
     京丹後市網野町網野８７５－８ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平30. 4.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88933-0020-1 ミドリ薬局 〒627-0031 0772-62-0229糸井　恵子 糸井　ゆう子 平23. 3.23調剤 薬局
     京都府京丹後市峰山町呉服２１ 常　勤:    2 移転 現存
     (薬       2) 平29. 3.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89033-0022-7 ゴダイ薬局久美浜店 〒629-3400 0772-82-4032ゴダイ株式会社　代表城下　健太郎 平25. 1. 4調剤 薬局
     京都府京丹後市久美浜町２６２ 常　勤:    2取締役　浦上　晃之 移転 現存
     (薬       2) 平25. 1. 4
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  89133-0023-5 廣瀬薬局 〒627-0034 0772-62-0066 瀬　弘明 瀬　弘明 平25. 9. 2調剤 薬局
     京都府京丹後市峰山町泉２ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平25. 9. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89233-0024-3 フタバ調剤薬局マイン〒627-0005 0772-62-3733株式会社ティーエムア村上　茂樹 平28. 4. 1調剤 薬局
     京都府京丹後市峰山町新町１６０常　勤:    2ールオー　代表取締役 新規 現存
     ６－１ショッピングセンターマイ(薬       2)　上田　伊織 平28. 4. 1
     ン４Ｆ 非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89333-0025-0 丹後大宮ゆう薬局 〒629-2503 0772-68-3150株式会社京北調剤薬局堀川　利治 平28. 4. 1調剤 薬局
     京都府京丹後市大宮町周枳小字モ常　勤:    1　代表取締役　宇野　 交代 現存
     トレ１８０５番 (薬       1)充俊 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89433-0026-8 河辺ゆう薬局 〒629-2502 0772-64-3502株式会社京北調剤薬局戸田　隆弘 平30. 1. 1調剤 薬局
     京都府京丹後市大宮町河辺小字柳常　勤:    1　代表取締役　宇野　 新規 現存
     ヶ坪２３８８－１ (薬       1)充俊 平30. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89534-0001-9 阪中薬局 〒601-0754 0771-75-0014阪中　勇一 阪中　勇一 昭48. 9. 3調剤 薬局
     南丹市美山町和泉蛭子２０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89634-0008-4 フロンティア薬局　八〒629-0141 0771-43-2110株式会社　フロンティ蓑輪　圭一郎 平14. 1. 1調剤 薬局
     木店 南丹市八木町八木上野２５の５ 常　勤:    5ア　代表取締役　重森 交代 現存
     (薬       5)　裕之 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89734-0009-2 のぞみ薬局 〒629-0141 0771-43-0881株式会社　エスティー佐野　由美子 平14.11. 1調剤 薬局
     南丹市八木町八木上野３２番地１常　勤:    3ユー　代表取締役　上 新規 現存
     (薬       3)田　達也 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89834-0010-0 日本調剤　船井薬局 〒629-0141 0771-43-0921日本調剤株式会社　代佐村　頼寿 平14.12. 1調剤 薬局
     南丹市八木町八木東久保１６番 常　勤:    7表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       7) 平26.12. 1
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89934-0012-6 あおい調剤薬局 〒629-0141 077-142-6715宮崎　厚子 宮崎　勇太郎 平19. 6. 1調剤 薬局
     南丹市八木町八木鹿草３６番地 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平25. 6. 1
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  90034-0013-4 平塚薬局園部 〒622-0051 株式会社平塚薬局　代芦田　真紀 平19. 9. 1調剤 薬局
     南丹市園部町横田３号１５１－２常　勤:    2表取締役　平塚　正寛 新規 現存
     (薬       2) 平25. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90134-0014-2 まつみ薬局 〒622-0011 0771-63-1233株式会社　まつみ　代梅垣　眞由美 平19.12. 3調剤 薬局
     南丹市園部町上木崎町寺ノ下１４常　勤:    2表取締役　西村　昌子 移転 現存
     －５ (薬       2) 平25.12. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90234-0015-9 竹中薬局 〒622-0014 0771-62-0217竹中　隆 竹中　隆 平20. 7. 1調剤 薬局
     南丹市園部町上本町１０ 常　勤:    2 交代 現存
     (薬       2) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90334-0016-7 そうごう薬局　園部店〒622-0002 0771-63-5721総合メディカル株式会渡辺　智也 平22. 7. 1調剤 薬局
     南丹市園部町美園町６－２７－２常　勤:    5社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       5)　賢治 平28. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90434-0017-5 そのべゆう薬局 〒622-0001 0771-68-2332株式会社京北調剤薬局福本　知明 平26. 4. 1調剤 薬局
     京都府南丹市園部町宮町３８番 常　勤:    1　代表取締役　宇野　 新規 現存
     (薬       1)充俊 平26. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90534-0018-3 薬局ダックス南丹園部〒622-0012 0771-86-8628シミズ薬品株式会社　川島　美杉 平27. 8. 1調剤 薬局
     店 京都府南丹市園部町内林町下荒代常　勤:    1代表取締役　本田　和 新規 現存
     ３１街区１－１３ (薬       1)之 平27. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90634-0020-9 タンバヤ薬局 〒629-0141 0771-42-2019日下部　一郎 日下部　一郎 平27.11. 1調剤 薬局
     京都府南丹市八木町八木杉ノ前３常　勤:    1 交代 現存
     ２番地５ (薬       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90734-0021-7 日吉ゆう薬局 〒629-0301 0771-72-5001株式会社京北調剤薬局海野　憲郎 平28. 6. 1調剤 薬局
     京都府南丹市日吉町保野田長通１常　勤:    1　代表取締役　宇野　 新規 現存
     ６－３番 (薬       1)充俊 平28. 6. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
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  90834-0022-5 八木ゆう薬局 〒629-0141 0771-42-2573株式会社京北調剤薬局秋葉　由華 平30. 4. 1調剤 薬局
     京都府南丹市八木町八木上野２４常　勤:    1　代表取締役　宇野　 交代 現存
     番地の３ (薬       1)充俊 平30. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90935-0004-0 メイプル薬局 〒619-0221 0774-75-2188有限会社フォーツリー南野　裕司 平10. 4.20調剤 薬局
     木津川市吐師字宮の前１５－８ 常　勤:    3ズ　代表取締役　翁長 新規 現存
     (薬       3)　秀武 平28. 4.20
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91035-0005-7 薬局セブンファーマシ〒619-0216 0774-75-2827有限会社セブンプロジ上田　里英 平10.10.30調剤 薬局
     ー木津南店 木津川市州見台３丁目８番地５　常　勤:    1ェクト　代表取締役　 新規 現存
     エミエール木津南１０１ (薬       1)七海　朗 平28.10.30
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91135-0006-5 はたけやま薬局 〒619-0217 0774-71-9212畠山　小枝里 畠山　小枝里 平14. 1. 1調剤 薬局
     木津川市木津町西垣外３８番地２常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91235-0007-3 木津ケアーズ薬局 〒619-0200 0774-72-0638株式会社ケアーズ　代池田　克己 平14. 2. 1調剤 薬局
     木津川市木津池田２０番地 常　勤:    1表取締役　岸本　一男 新規 現存
     (薬       1) 平26. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91335-0008-1 薬局セブンファーマシ〒619-0216 0774-75-1040有限会社　セブンプロ藤本　裕子 平15.12. 1 薬局
     ー　くにみ台店 木津川市州見台七丁目１番地１ 常　勤:    1ジェクト　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　七海　朗 平27.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91435-0009-9 ハート薬局 〒619-0216 0774-71-0680髙岡　美穂 髙岡　美穂 平17. 5. 1調剤 薬局
     木津川市州見台５丁目２１番地８常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  91535-0010-7 つばさ薬局 〒619-0224 0774-71-8887ウィング・ケアワーク川田　雅彦 平17.10. 1調剤 薬局
     木津川市兜台７丁目１０－２ 常　勤:    2ス有限会社　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　川田　雅彦 平29.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91635-0013-1 小西薬局 〒619-1152 0774-76-2001小西　文典 小西　文典 平 4. 2.27調剤 薬局
     木津川市加茂町里中森６０ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91735-0017-2 サン薬局　木津店 〒619-0214 0774-73-1280安井　将美 川上　謙太 平19. 8. 1調剤 薬局
     京都府木津川市木津駅前一丁目１常　勤:    9 新規 現存
     ９番地 (薬       9) 平25. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91835-0018-0 ミタニ薬局 〒619-0202 0774-86-5012三谷　雅英 三谷　雅英 平19. 7.18調剤 薬局
     木津川市山城町平尾南払戸１０５常　勤:    2 移転 現存
     －２ (薬       2) 平25. 7.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91935-0019-8 フロンティア薬局　木〒619-0214 0774-71-3646株式会社フロンティア馬　晴美 平20. 2. 1調剤 薬局
     津駅前店 京都府木津川市木津駅前一丁目２常　勤:    5　代表取締役　重森　 新規 現存
     ４番地 (薬       5)裕之 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92035-0020-6 ふれあい薬局・山城 〒619-0214 0774-71-9711株式会社近畿予防医学一井　円 平20. 3. 1調剤 薬局
     京都府木津川市木津駅前一丁目２常　勤:    1研究所　代表取締役　 新規 現存
     １番地 (薬       1)広田　周一 平26. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92135-0025-5 あさがお薬局 〒619-0214 0774-72-5636株式会社調剤．ｃｏｍ福岡　玲子 平25. 5. 1調剤 薬局
     京都府木津川市木津池田３０－９常　勤:    3　代表取締役　松本　 新規 現存
     (薬       3)修一 平25. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92235-0026-3 南加茂台薬局 〒619-1127 0774-76-7806株式会社ひいらぎ　代内山　ゆかり 平25. 4.12調剤 薬局
     京都府木津川市南加茂台９－１４常　勤:    1表取締役　平山　証一 移転 現存
     －１ (薬       1) 平25. 4.12
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  92335-0028-9 イオン薬局高の原店 〒619-0223 0774-75-1720イオンリテール株式会冨士本　智 平25. 5.19調剤 薬局
     京都府木津川市相楽台１－１－１常　勤:   12社　代表取締役　岡崎 移転 現存
     イオン高の原店２階 (薬      12)　双一 平25. 5.19
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92435-0030-5 ウエルシア薬局木津川〒619-0216 0774-71-8018ウエルシア薬局株式会北澤　幸恵 平26. 9. 1調剤 薬局
     州見台店 京都府木津川市州見台８丁目４－常　勤:    1社　代表取締役　水野 交代 現存
     １２ (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92535-0031-3 サン薬局　木津東店 〒619-0218 0774-71-8660安井　将美 森田　健之 平27. 6. 1調剤 薬局
     京都府木津川市城山台７－４３－常　勤:    4 新規 現存
     ３ (薬       4) 平27. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92635-0032-1 なごみ薬局　西木津店〒619-0222 0774-72-1753株式会社なごみ薬局　豊田　悦子 平28. 2. 1調剤 薬局
     京都府木津川市相楽川ノ尻８０番常　勤:    1代表取締役　福井　和 新規 現存
     地６ (薬       1)美 平28. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92735-0033-9 かわた薬局 〒619-0201 0774-86-0121合同会社川田薬局　代川田　恭久 平28. 4. 1調剤 薬局
     京都府木津川市山城町綺田鳥居４常　勤:    1表社員　川田　恭久 新規 現存
     番１ (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92835-0034-7 高の原ゆう薬局 〒619-0223 0774-75-1235株式会社京都南調剤薬石岡　隆明 平28. 8. 1調剤 薬局
     京都府木津川市相楽台二丁目２番常　勤:    1局　代表取締役　神林 新規 現存
     １ (薬       1)　純二 平28. 8. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92935-0035-4 ウエルシア薬局　木津〒619-0222 0774-75-1770ウエルシア薬局株式会 内　正也 平28.10. 1調剤 薬局
     川山田川駅前店 京都府木津川市相楽城西２６－２常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平28.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  93035-0036-2 ウエルシア薬局　イオ〒619-0223 0774-71-8570ウエルシア薬局株式会 川　裕士 平29. 8. 1調剤 薬局
     ン高の原店 京都府木津川市相楽台１丁目１番常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     １イオン高の原ショッピングセン(薬       1)　秀晴 平29. 8. 1
     ター２Ｆ 非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93135-0037-0 くにみ台薬局 〒619-0216 0774-34-6540株式会社ヘルシーファ澤　多佳美 平29.10. 1調剤 薬局
     京都府木津川市州見台８－４－９常　勤:    4ーム　代表取締役　澤 交代 現存
     (薬       4)　健治郎 平29.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93235-0038-8 うさぎや薬局加茂店 〒619-1113 0774-76-7711株式会社うさぎや薬局藤本　和子 平29.12. 1調剤 薬局
     京都府木津川市加茂町北船屋１９常　勤:    3　代表取締役　藤本　 新規 現存
     番地 (薬       3)和子 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93335-0039-6 ひだまり薬局木津川台〒619-0225 0774-73-5978株式会社あっとほうむ門川　美幸 平29.12. 1調剤 薬局
     店 京都府木津川市木津川台７丁目１常　勤:    1　代表取締役　吉谷　 交代 現存
     －４ (薬       1)淳至 平29.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93440-0015-6 宮川薬局西支店 〒615-8074 075-392-3232宮川　哲男 宮川　哲男 昭51. 1.17調剤 薬局
     京都市西京区桂南巽町３６－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93540-0027-1 有限会社クサノ薬局 〒615-8083 075-382-2385有限会社クサノ薬局　岡本　敏枝 平 6.10.13 薬局
     京都市西京区桂艮町１３－８９ 常　勤:    1代表取締役　岡本　行 新規 現存
     (薬       1)生 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93640-0034-7 カツラ駅前薬局株式会〒615-8107 075-392-5967カツラ駅前薬局株式会＿口　靖子 平 5. 3. 5調剤 薬局
     社 京都市西京区川島北裏町６９－１常　勤:    1社　代表取締役　＿口 新規 現存
     (薬       1)　靖子 平29. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93740-0037-0 ワキタ薬局 〒615-8227 075-392-3473脇田　陽子 脇田　久美子 平 6. 5.27調剤 薬局
     京都市西京区上桂宮ノ後町９８ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 1. 1
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  93840-0052-9 株式会社ひまわり薬局〒615-8236 075-382-5535株式会社ひまわり薬局高山　幸子 平12. 5. 1調剤 薬局
     千代原店 京都市西京区山田大吉見町１１番常　勤:    3　代表取締役　三上　 新規 現存
     地１３ (薬       3)由美 平30. 5. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93940-0053-7 株式会社ひまわり薬局〒610-1106 075-335-1112株式会社ひまわり薬局多勢　均 平12. 5. 1調剤 薬局
     洛西店 京都市西京区大枝沓掛町１３番地常　勤:    4　代表取締役　三上　 新規 現存
     ６３ (薬       4)由美 平30. 5. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94040-0057-8 スマイル薬局　桂店 〒615-8106 075-394-9176ビックリー株式会社　田中　二三子 平14.10. 1調剤 薬局
     京都市西京区川島滑樋町４６－３常　勤:    1代表取締役　保井　芳 新規 現存
     ハイツ桂Ａ棟１階 (薬       1)昭 平26.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94140-0059-4 オレンジ薬局 〒615-8224 075-381-8310菅原　康弘 菅原　康弘 平15. 8. 1調剤 薬局
     京都市西京区上桂三ノ宮町７８－常　勤:    2 新規 現存
     １ (薬       2) 平27. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94240-0071-9 あけぼの薬局　桂店 〒615-8033 075-394-0026株式会社あけぼの関西古川　圭 平20.10. 1調剤 薬局
     京都市西京区下津林東大般若町３常　勤:    3　代表取締役　森　あ 交代 現存
     ６番ロイヤルアバカス１Ｆ (薬       3)かね 平26.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94340-0072-7 あけぼの薬局　上桂店〒615-8227 075-382-6070株式会社あけぼの関西居相　秀信 平20.10. 1調剤 薬局
     京都市西京区上桂宮ノ後町３８番常　勤:    2　代表取締役　森　あ 交代 現存
     地４ (薬       2)かね 平26.10. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94440-0074-3 かつら川島ゆう薬局 〒615-8196 075-382-2250株式会社ユーピーディ清水　悠介 平21. 5. 1調剤 薬局
     京都市西京区川島尻堀町３３番８常　勤:    1ー　代表取締役　宇野 新規 現存
     (薬       1)　進 平27. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  94540-0076-8 ダリヤ桂薬局 〒615-8223 075-382-0601株式会社　ウィーズ　井上　瑞江 平21. 9. 1調剤 薬局
     京都市西京区上桂前田町３４－２常　勤:    1代表取締役　水村　卓 交代 現存
     (薬       1)司 平27. 9. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94640-0077-6 リジョイス薬局　桂店〒615-8256 075-394-6211株式会社　アインメデ伊藤　浩晃 平21.10. 1調剤 薬局
     京都市西京区山田平尾町６－６桂常　勤:    8ィオ　代表取締役　佐 交代 現存
     ビル２階 (薬       8)竹　辰幸 平27.10. 1
     非常勤:   22
     (薬      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94740-0078-4 有限会社　右京の里薬〒610-1127 075-331-3674有限会社　右京の里薬永井　喜美子 平22. 1. 1調剤 薬局
     局 京都市西京区大原野上里鳥見町７常　勤:    1局　代表取締役　永井 移転 現存
     番地の１ (薬       1)　喜美子 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94840-0079-2 調剤薬局ガーラ 〒615-8083 075-393-4405株式会社マーメイド　角　雄貴 平22. 7. 1調剤 薬局
     京都市西京区桂艮町１８番１１ 常　勤:    2代表取締役　松山　喜 新規 現存
     (薬       2)範 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94940-0080-0 前川薬局 〒615-8136 075-381-5989株式会社前川薬局　代前川　英雄 平22. 7. 1調剤 薬局
     京都市西京区樫原口戸１番地の２常　勤:    1表取締役　前川　哲也 組織変更 現存
     ０ (薬       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95040-0081-8 ユタカ調剤薬局桂 〒615-8231 075-393-6969株式会社ユタカファー中村　信介 平23. 6. 8調剤 薬局
     京都市西京区御陵溝浦町１９－１常　勤:    6マシー　代表取締役　 移転 現存
     (薬       6)羽田　洋行 平29. 6. 8
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95140-0086-7 あゆみ調剤薬局 〒615-8103 075-394-0902株式会社　あゆみファ嵯峨山　あゆみ 平25. 1. 1調剤 薬局
     京都市西京区川島六ノ坪町６３番常　勤:    1ーマシー　代表取締役 組織変更 現存
     地の２バンブーシュート洛西口Ⅱ(薬       1)　嵯峨山　あゆみ 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95240-0087-5 ライフォート洛西薬局〒610-1104 075-333-6492株式会社ココカラファ橋本　篤典 平25. 4. 1調剤 薬局
     京都市西京区大枝中山町７－１１常　勤:    2イン　ヘルスケア　代 交代 現存
     ６ (薬       2)表取締役　塚本　厚志 平25. 4. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
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  95340-0089-1 スギ薬局　上桂山田口〒615-8281 075-963-5081株式会社スギ薬局　代坂詰　渉 平25.12. 1調剤 薬局
     店 京都市西京区松尾木ノ曽町４７番常　勤:    3表取締役　 原　栄一 新規 現存
     地３ (薬       3) 平25.12. 1
     非常勤:   23
     (薬      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95440-0090-9 あさひ薬局　西京店 〒615-8236 075-382-2411株式会社ファーマみら杉本　史子 平25.11. 1調剤 薬局
     京都市西京区山田大吉見町１－５常　勤:    4い　代表取締役　清原 交代 現存
     (薬       4)　陽子 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95540-0091-7 ツバサ薬局　桂駅前店〒615-8074 075-381-1515株式会社オフィスケン松浦　陽美 平25.12. 1調剤 薬局
     京都市西京区桂南巽町８０桂都証常　勤:    1　代表取締役　影山　 新規 現存
     券ビル１階 (薬       1)健 平25.12. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95640-0092-5 ファーバル薬局 〒615-8125 075-925-6168株式会社前川薬局　代前川　哲也 平26. 1. 1調剤 薬局
     京都市西京区川島調子町４２－１常　勤:    1表取締役　前川　哲也 新規 現存
     日章ビル１階 (薬       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95740-0093-3 ならの木薬局　大原野〒610-1152 075-205-5175佐藤　公彦 佐藤　公彦 平26. 3. 1調剤 薬局
     店 京都市西京区大原野北春日町７９常　勤:    1 新規 現存
     ４ (薬       1) 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95840-0094-1 フタツカ薬局　京都桂〒615-8256 075-925-5126株式会社大新堂　代表升田　征機 平26. 3. 1調剤 薬局
     病院前 京都市西京区山田平尾町６番１５常　勤:    3取締役　二塚　安子 新規 現存
     号 (薬       3) 平26. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95940-0096-6 京都桂ハートフル薬局〒615-8165 075-382-1080有限会社ハートフルケ森内　亮 平26. 7. 1調剤 薬局
     京都市西京区樫原盆山５番地 常　勤:    5ア　代表取締役　三宅 新規 現存
     (薬       5)　圭一 平26. 7. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  96040-0097-4 ジャパンファーマシー〒610-1127 075-874-2492株式会社　ジヤパンフ桐子　雄志 平26. 8. 1調剤 薬局
     薬局　大原野店 京都市西京区大原野上里鳥見町１常　勤:    2アーマシー　代表取締 新規 現存
     ４－９　１階 (薬       2)役　前田　光男 平26. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96140-0098-2 あけぼの薬局　桂駅前〒615-8191 075-382-2820株式会社あけぼの関西増田　恵亮 平26.10. 1調剤 薬局
     店 京都市西京区川島有栖川町４４－常　勤:    1　代表取締役　森　あ 交代 現存
     １ゲレンクタケダＥ１ (薬       1)かね 平26.10. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96240-0103-0 まつかぜ薬局 〒615-8084 075-963-5604株式会社ミルキーファ藤岡　幸 平27.10. 1調剤 薬局
     京都市西京区桂坤町１４番４クイ常　勤:    1ーマシー　代表取締役 新規 現存
     ーンズコートＺ棟１０２号 (薬       1)　松山　喜範 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96340-0104-8 そうごう薬局　京都松〒615-8282 075-394-2671総合メディカル株式会澤井　献治 平27.12. 6調剤 薬局
     尾店 京都市西京区松尾大利町１１－１常　勤:    2社　代表取締役　坂本 移転 現存
     (薬       2)　賢治 平27.12. 6
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96440-0105-5 りきゅう薬局　桂店 〒615-8004 075-394-8708りきゅうファーマシー嵯峨山　勝俊 平28.10. 1調剤 薬局
     京都市西京区桂畑ケ田町２２９番常　勤:    2ズ株式会社　代表取締 新規 現存
     地 (薬       2)役　髙野　均 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96540-0106-3 平塚薬局・桂 〒615-8073 075-874-2371株式会社平塚薬局　代中西　尚子 平29. 1.10調剤 薬局
     京都市西京区桂野里町４９番地８常　勤:    1表取締役　平塚　正寛 移転 現存
     ＤＡＩＳＨＩＮビル　１Ｆ (薬       1) 平29. 1.10
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96640-0108-9 あい薬局　上桂店 〒615-8227 075-381-2688株式会社日栄　代表取熊澤　典子 平29. 6. 1調剤 薬局
     京都市西京区上桂宮の後町３４番常　勤:    1締役　亀井　竜夫 交代 現存
     地４ (薬       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  96740-0109-7 あい薬局　桂店 〒615-8196 075-382-2061株式会社日栄　代表取大江　恭平 平29. 6. 1調剤 薬局
     京都市西京区川島尻堀町５７番地常　勤:    1締役　亀井　竜夫 交代 現存
     ３ (薬       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96840-0110-5 あい薬局　樫原店 〒615-8133 075-382-1515株式会社日栄　代表取岡田　尚人 平29. 6. 1調剤 薬局
     京都市西京区樫原井戸１９番地１常　勤:    1締役　亀井　竜夫 交代 現存
     (薬       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96940-0111-3 サンコー薬局　桂西口〒615-8191 075-394-0883株式会社キリン堂　代森本　靖子 平29. 9. 1調剤 薬局
     店 京都市西京区川島有栖川町５０番常　勤:    1表取締役　寺西　豊彦 交代 現存
     地２ＥＣＳ第２４ビル１階 (薬       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97040-0112-1 薬局ダックス西京洛西〒610-1111 075-925-7610シミズ薬品株式会社　楠見　僚平 平29.12. 1調剤 薬局
     中央店 京都市西京区大枝東長町１番地２常　勤:    1代表取締役　本田　和 新規 現存
     ９６ (薬       1)之 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97140-0113-9 かつらゆう薬局 〒615-8191 075-382-2468株式会社ユーピーディ黒川　美衣 平30. 4. 1調剤 薬局
     京都市西京区川島有栖川町１７番常　勤:    1ー　代表取締役　宇野 交代 現存
     地ＴＷＩＮＫＬＥＣＯＵＲＴ桂Ⅱ(薬       1)　進 平30. 4. 1
     　地下１階 非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97240-0114-7 境谷ゆう薬局 〒610-1143 075-335-0136株式会社ユーピーディ服部　万里子 平30. 4. 1調剤 薬局
     京都市西京区大原野東境谷町２丁常　勤:    1ー　代表取締役　宇野 交代 現存
     目５番地７ＲＣＶ京都社屋ビル１(薬       1)　進 平30. 4. 1
     階 非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97341-0010-5 株式会社　京都薬局 〒607-8351 075-591-8735株式会社京都薬局　代櫻井　敏雄 平 5. 5. 1調剤 薬局
     京都市山科区西野八幡田町２９－常　勤:    2表取締役　中村　泰子 新規 休止
     ４ (薬       2) 平24. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97441-0023-8 三幸薬局 〒607-8231 金　成孝 金　成孝 昭53. 9.26 薬局
     京都市山科区勧修寺堂田町２７－常　勤:    1 新規 現存
     ３ (薬       1) 平29. 9.26
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  97541-0030-3 薬源野村薬局 〒607-8427 075-593-1345野村　文夫 野村　文夫 昭63.11.14調剤 薬局
     京都市山科区御陵久保町８０－２常　勤:    1 新規 休止
     (薬       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97641-0033-7 伊藤薬局 〒607-8481 伊藤　久雄 伊藤　久雄 平 5.10. 7 薬局
     京都市山科区北花山中道町３５－常　勤:    1 新規 現存
     ６ (薬       1) 平29.10. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97741-0035-2 みやこ薬局　本店 〒607-8086 075-595-8051みやこ薬局株式会社　前川　亜紀子 平 5.11.15調剤 薬局
     京都市山科区竹鼻四丁野町２３－常　勤:    1代表取締役　西村　公 新規 現存
     １６ (薬       1)男 平29. 1. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97841-0037-8 岩崎薬局 〒607-8061 075-593-9255岩崎　修久 岩崎　修久 平 6. 2.21調剤 薬局
     京都市山科区音羽草田町１－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 2.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97941-0040-2 山科シティ薬局 〒607-8161 075-502-2731有限会社ハセベ薬局　山＿　瑞穗 平 8.11.11調剤 薬局
     京都市山科区椥辻中在家町１７ 常　勤:    2長谷部　夏彦 新規 現存
     (薬       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98041-0041-0 ナカノ薬局　本店 〒607-8341 075-593-5151有限会社ナカノメディ吉村　美砂 平 9.10.20調剤 薬局
     京都市山科区西野今屋敷町２７番常　勤:    3カル　代表取締役　仲 新規 現存
     地の４ (薬       3)野邦浩 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98141-0045-1 みやこ薬局山科店 〒607-8089 075-582-0385みやこ薬局株式会社　山中　京子 平10. 3. 2調剤 薬局
     京都市山科区竹鼻西ノ口町６３　常　勤:    1代表取締役　西村　公 新規 現存
     アルブル１Ｆ (薬       1)男 平28. 3. 2
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98241-0049-3 こすも薬局 〒607-8011 075-583-1077有限会社アステリ・メ西　保彦 平10. 8.17調剤 薬局
     京都市山科区安朱南屋敷町３５　常　勤:    4ディカル　代表取締役 新規 現存
     木下物産ビルＢＦ２ (薬       4)　西　保彦 平28. 8.17
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  98341-0052-7 アサヒ薬局 〒607-8080 075-594-2514スズキ薬局株式会社　長田　和敏 平10. 9.16調剤 薬局
     京都市山科区竹鼻竹ノ街道町９１常　勤:    1代表取締役　鈴木　光 新規 現存
     番地　ラクトＢ地下１階 (薬       1)雄 平28. 9.16
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98441-0055-0 有限会社山科薬局 〒607-8012 075-581-0151有限会社山科薬局　 村　友一 平11. 1. 1調剤 薬局
     京都市山科区安朱桟敷町２３ラク常　勤:    2村　友一 組織変更 現存
     トＡ地下１階 (薬       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98541-0056-8 ゆり薬局 〒607-8064 075-583-1160有限会社中江メディカ中江　由利子 平11. 4. 1調剤 薬局
     京都市山科区音羽八ノ坪５５番１常　勤:    3ル　代表取締役　中江 新規 現存
     ７　ツインビル１０４号 (薬       3)　由利子 平29. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98641-0057-6 おれんじ薬局 〒607-8064 075-583-0446有限会社アテナメディ中林　保 平11. 4. 1調剤 薬局
     京都市山科区音羽八ノ坪５５番１常　勤:    4カル　取締役　中林　 新規 現存
     ５　ツインビル１０３号 (薬       4)保 平29. 4. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98741-0065-9 ファルコおとわ薬局 〒607-8062 075-583-1520株式会社ファルコファ永尾　飛鳥 平12. 5. 1調剤 薬局
     京都市山科区音羽珍事町１番１　常　勤:    1ーマシーズ　代表取締 組織変更 現存
     双葉ビル１０２号１階 (薬       1)役　松原　宣正 平30. 5. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98841-0071-7 あおぞら薬局 〒607-8425 075-584-1701黄　華容 黄　華容 平14. 3. 1調剤 薬局
     京都市山科区御陵上御廟野町７－常　勤:    1 交代 現存
     ７ (薬       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98941-0073-3 みやこ薬局　薬大前店〒607-8414 075-582-7008みやこ薬局株式会社　西村　豊 平14.10. 1調剤 薬局
     京都市山科区御陵中内町３８－５常　勤:    7代表取締役　西村　公 新規 現存
     ５　グランド・ワ－ク御陵１Ｆ (薬       7)男 平26.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99041-0074-1 リジョイス薬局　山科〒607-8011 075-593-3130有限会社ティエム・ク青木　幾子 平14.10. 1調剤 薬局
     店 京都市山科区安朱南屋敷町３番地常　勤:    3ローバ薬局　代表取締 移転 現存
     ３０ (薬       3)役　青木　勇 平26.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
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  99141-0078-2 ユタカ薬局山科 〒607-8080 075-583-5698株式会社　ユタカファ脇坂　文雄 平17.12. 1調剤 薬局
     京都市山科区竹鼻竹ノ街道町７３常　勤:    6ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       6)　羽田　洋行 平29.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99241-0079-0 京まち薬局 〒607-8186 075-582-0099株式会社　京まち薬局猪奥　真理子 平17.12. 1調剤 薬局
     京都市山科区大宅早稲ノ内町１番常　勤:    4　代表取締役　猪奥　 移転 現存
     地 (薬       4)真理子 平29.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99341-0083-2 ユタカ薬局　山科音羽〒607-8075 075-583-5940株式会社ユタカファー西村　和也 平19. 8. 1調剤 薬局
     京都市山科区音羽野田町２０番地常　勤:    4マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       4)羽田　洋行 平25. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99441-0084-0 ナカノ薬局　大塚店 〒607-8132 075-384-1210有限会社ナカノメディ樋口　惠一 平20. 3. 1調剤 薬局
     京都市山科区大塚森町１５ 常　勤:    3カル　代表取締役　仲 新規 現存
     (薬       3)野　邦浩 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99541-0085-7 スギ薬局　山科店 〒607-8085 075-583-3500株式会社スギ薬局　代植田　萌 平20. 9. 1調剤 薬局
     京都市山科区竹鼻堂ノ前町４０番常　勤:    1表取締役　 原　栄一 交代 現存
     １　第一ビル１Ｆ、２Ｆ (薬       1) 平26. 9. 1
     非常勤:   24
     (薬      24)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99641-0086-5 調剤薬局なぎつじ 〒607-8163 075-583-6850株式会社ミルキーファ中津　慶胤 平21. 4. 1調剤 薬局
     京都市山科区椥辻東潰９番地　東常　勤:    1ーマシー　代表取締役 新規 現存
     英ビル１０２号 (薬       1)　松山　喜範 平27. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99741-0088-1 さくら薬局　京都山科〒607-8080 075-583-2690クラフト株式会社　代市原　英理 平22. 4. 1調剤 薬局
     駅前店 京都市山科区竹鼻竹ノ街道町９２常　勤:    1表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     　Ｃ－１０１ (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  99841-0089-9 スギ薬局　山科椥辻店〒607-8164 075-582-9551株式会社スギ薬局　代内田　義人 平22. 5. 1調剤 薬局
     京都市山科区椥辻西潰２０番地１常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     阪急オアシス山科店内 (薬       1) 平28. 5. 1
     非常勤:   28
     (薬      28)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99941-0091-5 やすゐ薬局 〒607-8301 075-593-4575株式会社やすゐ　代表安井　知子 平22. 5. 1調剤 薬局
     京都市山科区西野山百々町２２７常　勤:    2取締役　安井　敏貴 組織変更 現存
     番地４２ (薬       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100041-0092-3 日本調剤　山科薬局 〒607-8080 075-583-5077日本調剤株式会社　代山本　枝理 平22. 6. 1調剤 薬局
     京都市山科区竹鼻竹ノ街道町２３常　勤:    4表取締役　三津原　博 新規 現存
     レーベン早川Ⅰ　１階 (薬       4) 平28. 6. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100141-0094-9 小金塚薬局 〒607-8022 075-594-0855塩出　雅直 塩出　雅直 平22. 7. 1調剤 薬局
     京都市山科区四ノ宮小金塚８－４常　勤:    1 交代 現存
     ００ (薬       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100241-0095-6 みやこ薬局マツヤスー〒607-8088 075-583-6155みやこ薬局株式会社　出雲　直子 平23. 4. 1調剤 薬局
     パー店 京都市山科区竹鼻地蔵寺南町９番常　勤:    3代表取締役　西村　公 新規 現存
     地１ (薬       3)男 平29. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100341-0096-4 コスモス薬局　山科店〒607-8076 075-583-6801田中　康史 藤原　裕子 平23. 8. 1調剤 薬局
     京都市山科区音羽役出町１－４２常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100441-0097-2 かるがも薬局　山科店〒607-8041 075-644-9971株式会社メディカルか平野　智之 平23.10. 1調剤 薬局
     京都市山科区四ノ宮垣ノ内町１ 常　勤:    1るがも　代表取締役　 交代 現存
     (薬       1)森　正彦 平29.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100541-0099-8 スズキ調剤薬局　山科〒607-8076 075-634-8413スズキ薬局株式会社　金本　康平 平24.10. 1調剤 薬局
     店 京都府京都市山科区音羽役出町１常　勤:    1代表取締役　鈴木　光 新規 現存
     －３０山科ロイヤルビル１階 (薬       1)雄 平24.10. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 100641-0101-2 山科シティ薬局東野店〒607-8152 075-632-9910有限会社ハセベ薬局　向井　加代子 平25. 4. 1調剤 薬局
     京都府京都市山科区東野八代２－常　勤:    2代表取締役　長谷部　 新規 現存
     ３ (薬       2)夏彦 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100741-0104-6 山路薬局　山科店 〒607-8441 075-632-8660株式会社山路薬局　代岡村　祐子 平26. 3. 1調剤 薬局
     京都市山科区上野御所ノ内町１０常　勤:    1表取締役　山路　勝也 新規 現存
     番地４ル・クレヨン・ルージュ　(薬       1) 平26. 3. 1
     １階 非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100841-0105-3 アイランド薬局　山科〒607-8152 075-584-4189アポロメディカルホー春摘　拓馬 平26. 7. 1調剤 薬局
     東野店 京都市山科区東野八代６番１ 常　勤:    1ルディングス　株式会 新規 現存
     (薬       1)社　代表取締役　我妻 平26. 7. 1
     非常勤:    6　照男
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100941-0106-1 すず薬局　醍醐店 〒607-8257 075-748-6201株式会社寿々コーポレ間　有子 平27. 4. 1調剤 薬局
     京都市山科区小野御霊町４３－１常　勤:    3ーション　代表取締役 新規 現存
     　１階 (薬       3)　佐野　克彦 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101041-0107-9 えくぼ調剤薬局 〒607-8168 075-584-1117セイミ株式会社　代表三牧　和代 平27. 4. 1調剤 薬局
     京都市山科区椥辻池尻町２－５ 常　勤:    2取締役　久保　亮太 新規 現存
     (薬       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101141-0108-7 こすも薬局・音羽店 〒607-8112 075-583-0444有限会社アステリメデ井田　陽子 平27. 3.30調剤 薬局
     京都市山科区小山中ノ川町５８番常　勤:    3ィカル　代表取締役　 移転 現存
     地４ (薬       3)西　保彦 平27. 3.30
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101241-0109-5 イカリ調剤薬局　イカ〒607-8080 075-501-5530株式会社ミルキーファ反田　和男 平27.10. 1調剤 薬局
     リドラッグ 京都市山科区竹鼻竹ノ街道町３３常　勤:    3ーマシー　代表取締役 移転 現存
     番１Ｆ (薬       3)　松山　喜範 平27.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101341-0110-3 調剤薬局更紗 〒607-8306 075-593-2757株式会社ミルキーファ瀬戸　隆志 平27.11. 1調剤 薬局
     京都市山科区西野山中鳥井町７５常　勤:    2ーマシー　代表取締役 新規 現存
     番地１ (薬       2)　松山　喜範 平27.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
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 101441-0111-1 調剤薬局きずな 〒607-8481 075-581-6677株式会社マーメイド　藤本　良子 平27.12. 1調剤 薬局
     京都市山科区北花山中道町６９番常　勤:    1代表取締役　松山　喜 新規 休止
     地１１第３はしもとハイツ１Ｆ (薬       1)範 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101541-0112-9 下村薬局 〒607-8080 075-581-0371有限会社下村薬局　代堤　由樹 平28. 3. 1調剤 薬局
     京都市山科区竹鼻竹ノ街道町７４常　勤:    1表取締役　下村　岳生 新規 現存
     番地の１ (薬       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101641-0115-2 かおる薬局 〒607-8141 075-501-0660株式会社マーメイド　 木　秀豊 平28. 7. 1調剤 薬局
     京都市山科区東野北井ノ上町２番常　勤:    3代表取締役　松山　喜 交代 現存
     地の１ (薬       3)範 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101741-0116-0 すず薬局　大宅店 〒607-8181 075-632-9466株式会社寿々コーポレ池本　忠嘉 平28. 8. 1調剤 薬局
     京都市山科区大宅打明町３番地６常　勤:    1ーション　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　佐野　克彦 平28. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101841-0117-8 ナズミ薬局 〒607-8358 075-748-8811株式会社メドレイズ　渕田　昇吾 平29. 1. 1調剤 薬局
     京都市山科区西野楳本町１２番地常　勤:    1代表取締役　渕田　昇 新規 現存
     ６ (薬       1)吾 平29. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101941-0118-6 京まち薬局　勧修寺店〒607-8242 075-644-5588株式会社ＫＩシステム山下　忠彦 平29. 4. 1調剤 薬局
     京都市山科区勧修寺柴山１５番地常　勤:    2　代表取締役　猪奥　 新規 現存
     ２５ (薬       2)耕一 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102041-0119-4 かなめ薬局 〒607-8203 075-582-5510株式会社マーレ薬品　平岡　久明 平29. 6. 1調剤 薬局
     京都市山科区栗栖野打越町３２番常　勤:    1代表取締役　松山　喜 新規 現存
     地４ (薬       1)範 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 102141-0120-2 サンドラッグ山科栗栖〒607-8203 075-582-5130株式会社サンドラッグ 松　由衣 平29. 7. 1調剤 薬局
     野薬局 京都市山科区栗栖野打越町３３ 常　勤:    3　代表取締役　赤尾　 新規 現存
     (薬       3)主哉 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102241-0121-0 えくぼ調剤薬局　勧修〒607-8212 075-634-9330セイミ株式会社　代表久保　亮太 平29.11. 1調剤 薬局
     店 京都市山科区勧修寺西栗栖野町２常　勤:    2取締役　久保　亮太 新規 現存
     ４８番地２ (薬       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102341-0122-8 みささぎゆう薬局 〒607-8494 075-582-5522株式会社京都南調剤薬辻本　昌太 平29.12. 1調剤 薬局
     京都市山科区日ノ岡堤谷町６１番常　勤:    1局　代表取締役　神林 新規 現存
     地４６ (薬       1)　純二 平29.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102441-0123-6 リペアス調剤薬局 〒607-8481 075-582-5560株式会社みらいファー吉江　優 平30. 2. 1調剤 薬局
     京都市山科区北花山中道町７８番常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     地４　１階 (薬       1)川端　健吾 平30. 2. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102541-0124-4 薬局ダックス山科小山〒607-8112 075-574-7211シミズ薬品株式会社　林　雅樹 平30. 3. 1調剤 薬局
     店 京都市山科区小山中ノ川町１２番常　勤:    2代表取締役　本田　和 新規 現存
     地１ (薬       2)之 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102641-0125-1 リペアス調剤薬局　御〒607-8425 075-594-8810株式会社みらいファー笠井　淳子 平30. 4. 1調剤 薬局
     陵店 京都市山科区御陵上御廟野町７番常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     地　１階 (薬       1)川端　健吾 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102741-0126-9 東野ゆう薬局 〒607-8075 075-594-8100株式会社京都南調剤薬松本　直樹 平30. 4. 1調剤 薬局
     京都市山科区音羽野田町１５番地常　勤:    1局　代表取締役　神林 交代 現存
     ４平木マンション１階１２号室 (薬       1)　純二 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 102841-0127-7 東野妙見ゆう薬局 〒607-8153 075-584-0100株式会社京都南調剤薬坂東　佑美 平30. 4. 1調剤 薬局
     京都市山科区東野百拍子町３４番常　勤:    1局　代表取締役　神林 交代 現存
     地８ (薬       1)　純二 平30. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


