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    1010,034,6 有限会社小西薬局 〒630-8224 0742(22)6826有限会社小西薬局　代小西　康子 昭39. 7. 1 薬局
     奈薬34 奈良市角振町４０ 常　勤:    2表取締役　小西　英玄 現存
     (薬       2) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2010,041,1 吉田薬局 〒630-8325 0742(23)2024吉田　育弘 吉田　育弘 昭47.12. 1 薬局
     奈薬41 奈良市西木辻町２７番地 常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3010,063,5 やの薬局 〒630-8025 0742(33)7594矢野　邦子 矢野　邦子 昭54.11. 1 薬局
     奈薬63 奈良市尼辻北町８番１６号 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4010,086,6 松本薬局 〒630-8341 0742(22)6259松本　智子 松本　智子 昭60. 1. 5調剤 薬局
     奈薬86 奈良市南城戸町１２ 常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平30. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5010,094,0 幸健堂漢方薬局 〒630-8115 0742(23)3535栗林　良子 栗林　良子 昭64. 1. 1 薬局
     奈薬94 奈良市大宮町１丁目１番２８号メ常　勤:    1 現存
     ゾンプリメール１階 (薬       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6010,115,3 あじさい薬局 〒631-0044 0742(43)6102株式会社あじさい地所原田　佐知子 平 2. 5. 1調剤 薬局
     奈薬115 奈良市藤ノ木台３丁目２０番２－常　勤:    3　代表取締役　岩崎　 現存
     １号 (薬       3)裕昭 平29. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7010,139,3 春日薬局 〒630-8224 0742(22)1904市川　和男 市川　和男 平 8. 7. 1調剤 薬局
     奈薬139 奈良市角振町１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8010,143,5 わかくさ薬局 〒630-8306 0742(23)8077藤野　満 藤野　満 平 9. 3. 2調剤 薬局
     奈薬143 奈良市紀寺町６８７－９ 常　勤:    3 新規 現存
     (薬       3) 平30. 3. 2
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9010,149,2 衣川薬局 〒631-0824 0742-51-1268衣川　正親 衣川　みか 平10. 3. 1調剤 薬局
     奈薬149 奈良市西大寺南町１－１７ 常　勤:    3 新規 現存
     (薬       3) 平28. 3. 1
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   10010,153,4 中尾薬局 〒630-8044 0742-43-3862中尾　るり子 中尾　るり子 平11. 3. 1調剤 薬局
     奈薬153 奈良市六条西４丁目１番３６号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11010,158,3 駅前薬局 〒631-0822 0742-32-2901秋本　行俊 秋本　典 平12. 9. 1調剤 薬局
     奈薬158 奈良市西大寺栄町２３２１－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12010,159,1 西大寺中央薬局 〒631-0832 0742-45-4606秋本　行俊 秋本　行俊 平12.12.19調剤 薬局
     奈薬159 奈良市西大寺新田町１－４９０－常　勤:    1 移動 現存
     １ (薬       1) 平24.12.19
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13010,160,9 オクムラ薬局 〒631-0006 0742-43-0037奥村　勝 中川　充子 平13. 2. 1調剤 薬局
     奈薬160 奈良市西登美ケ丘２－１－２６ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平25. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14010,161,7 なのはな薬局 〒630-8115 0742-30-2052田中　久雄 田中　久雄 平13. 9.20調剤 薬局
     奈薬161 奈良市大宮町５－１－７ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平25. 9.20
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15010,164,1 とみお薬局 〒631-0078 0742-41-0070向山　陽久 向山　陽久 平15. 3. 1調剤 薬局
     奈薬164 奈良市富雄元町２丁目３－２２－常　勤:    2 組織変更 現存
     １ (薬       2) 平27. 3. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16010,165,8 薬局タケダあやめ池店〒631-0033 0742-46-9288米川　知伸 米川　知伸 平16. 4. 1調剤 薬局
     奈薬165 奈良市あやめ池南２－１－４１　常　勤:    1 交代 現存
     クリエイトあやめ池１階 (薬       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17010,171,6 平松薬局 〒631-0004 0742-45-4759平松　直雄 平松　直樹 平17.12.28調剤 薬局
     奈薬171 奈良市登美ケ丘３丁目３－１１ 常　勤:    2 移動 現存
     (薬       2) 平29.12.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   18010,176,5 ひだまり薬局 〒632-0221 0743-82-2255吉谷　淳至 中嶋　正佐子 平22. 4. 1調剤 薬局
     奈薬176 奈良市都祁白石町１０９９ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19010,177,3 オクムラ薬局学園前店〒631-0016 0742-43-1010奥村　淳也 上坂　牧子 平22. 4. 1調剤 薬局
     奈薬177 奈良市学園朝日町２－１５葉山ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル１階 (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20010,178,1 尼ヶ辻マルゼン薬局 〒630-8023 0742-47-8119東　徹 東　徹 平23. 8. 1調剤 薬局
     奈薬178 奈良市尼辻西町３－５ 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21010,179,9 薬師堂富雄薬局 〒631-0074 0742-93-4868茨木　康晴 梅田　紗莉 平25. 8. 1調剤 薬局
     奈薬179 奈良市三松４丁目８８２ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平25. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   22010,180,7 さくら通り薬局 〒630-8226 0742-26-1689駒井　壽美 駒井　壽美 平27. 7. 6調剤 薬局
     奈薬180 奈良市小西町９　川村ビル１Ｆ 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平27. 7. 6
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   23010,181,5 すいれん薬局 〒631-0016 0742-41-6789森本　勢通子 森本　勢通子 平28. 8. 1調剤 薬局
     奈薬181 奈良市学園朝日町２－１２ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   24010,203,7 あすなろ薬局学園北店〒631-0036 0742(41)3001株式会社あすなろ　代前田　成美 平 8. 5.20調剤 薬局
     奈薬203 奈良市学園北２－２－１９　マー常　勤:    1表取締役　井戸　昭治 移動 現存
     ドアイビル１Ｆ (薬       1) 平29. 5.20
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   25010,204,5 ファーマシー木のうた〒630-8044 0742-52-4450株式会社　ファーマシ山田　久美子 平 8. 8. 1調剤 薬局
     奈薬204 薬局西の京店 奈良市六条西１丁目１－５０ 常　勤:    1ー木のうた　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　小林　元樹 平29. 8. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
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   26010,205,2 有限会社　ケンエ薬局〒631-0076 0742(49)1147有限会社　ケンエ薬局前田　紀子 平 8. 9. 1調剤 薬局
     奈薬205 奈良市富雄北１丁目３番５号第１常　勤:    2　代表取締役　前田　 現存
     キタダビル１階 (薬       2)紀子 平29. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27010,213,6 ヤマト薬局 〒631-0065 0742-41-3911株式会社ヤマト調剤薬大林　英之 平 9. 8. 1 薬局
     奈薬213 奈良市鳥見町１丁目１番２号 常　勤:    1局　代表取締役社長　 新規 現存
     (薬       1)米田　圭助 平24. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   28010,214,4 スマイル薬局神功店 〒631-0804 0742-72-2300ビックリー株式会社　篠﨑　雅世 平 9.10. 1 薬局
     奈薬214 奈良市神功３丁目７番３１号 常　勤:    1代表取締役　保井　芳 新規 現存
     (薬       1)昭 平24.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29010,218,5 ならプラス薬局 〒630-8144 0742-50-2332有限会社アポブレーン三宅　二三夫 平10.10. 1調剤 薬局
     奈薬218 奈良市東九条町７１８－９ 常　勤:    1センター　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　齊田　良明 平28.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   30010,219,3 あすなろ薬局　学園前〒631-0036 0742-41-3033株式会社あすなろ　代米本　吉之 平10.11.30調剤 薬局
     奈薬219 店 奈良市学園北１丁目１３－８ 常　勤:    1表取締役　井戸　昭治 移動 現存
     (薬       1) 平28.11.30
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   31010,230,0 自分薬局　あやめ池 〒631-0033 0742-44-3060株式会社ショーワ薬局久富　祥江 平12. 7. 1調剤 薬局
     奈薬230 奈良市あやめ池南２－２－７ 常　勤:    1　代表取締役　 川　 組織変更 現存
     (薬       1)惠司 平24. 7. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   32010,237,5 えみ薬局 〒631-0078 0742-53-0218有限会社ティーナ薬局森　栄美 平13. 6. 5調剤 薬局
     奈薬237 奈良市富雄元町２－１－２２ 常　勤:    1　取締役　森　清子 新規 現存
     (薬       1) 平25. 6. 5
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   33010,239,1 ぷれも薬局六条店 〒630-8044 0742-40-4193株式会社ぷれも　代表迎山　ひとみ 平13. 7. 1調剤 薬局
     奈薬239 奈良市六条西４－７－１０ 常　勤:    1取締役　金田　秀子 新規 現存
     (薬       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   34010,242,5 さくら薬局貴ヶ丘 〒631-0061 0742-51-1133株式会社奈良医療　代山口　育久 平13.10. 1調剤 薬局
     奈薬242 奈良市三碓３－１１－１ 常　勤:    4表取締役　中井　三能 新規 現存
     (薬       4) 平25.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   35010,243,3 きらら薬局 〒631-0842 0742-53-6640有限会社　ファルマ　松岡　俊明 平13.12.17調剤 薬局
     奈薬243 奈良市菅原町３７－１ 常　勤:    1代表取締役　松岡　俊 新規 現存
     (薬       1)明 平25.12.17
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   36010,246,6 今小路薬局西大寺店 〒631-0824 0742-51-8889株式会社今小路薬局　三好　照世 平13.12. 1調剤 薬局
     奈薬246 奈良市西大寺南町２－２８マンシ常　勤:    1代表取締役　柏木　悦 移動 現存
     ョン・オカザワ１－Ｄ (薬       1)徳 平25.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   37010,248,2 エスユー薬局 〒631-0806 0742-70-6353有限会社エスユー・フ上田　守彦 平14. 2. 1調剤 薬局
     奈薬248 奈良市朱雀３－５－６ 常　勤:    1ァルマ　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)上田　守彦 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   38010,250,8 ならまち薬局 〒630-8314 0742-25-3089有限会社ヨシダ薬局　山村　昌美 平14. 6. 1調剤 薬局
     奈薬250 奈良市川之上突抜北方町１１－１常　勤:    2代表取締役　吉田　学 新規 現存
     (薬       2) 平26. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   39010,252,4 メイプル薬局押熊店 〒631-0011 0742-53-6306有限会社フォーツリー小泊　雄司 平14. 7. 1調剤 薬局
     奈薬252 奈良市押熊町１１４２ 常　勤:    2ズ　代表取締役　翁長 新規 現存
     (薬       2)　秀武 平26. 7. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   40010,260,7 有限会社メジロ薬局帝〒631-0062 0742-51-7705有限会社メジロ薬局　森垣　タツ 平15. 4. 1調剤 薬局
     奈薬260 塚山店 奈良市帝塚山１丁目１－３３ 常　勤:    2代表取締役　岩井　克 組織変更 現存
     (薬       2)之 平27. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   41010,261,5 有限会社伊達　伊達薬〒631-0036 0742-52-0080有限会社伊達　代表取髙橋　啓子 平15. 5. 1調剤 薬局
     奈薬261 局奈良学園前店 奈良市学園北１－１－１－３０６常　勤:    3締役　中川　幸子 組織変更 現存
     ル・シエル学園前３Ｆ (薬       3) 平27. 5. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   42010,264,9 薬局ＭＣＣファーマシ〒630-8041 0742-36-3225有限会社メディカルカ岡島　良子 平16. 3. 9調剤 薬局
     奈薬264 ー 奈良市六条町１０９の１ 常　勤:    6ルチャークラブ　取締 新規 現存
     (薬       6)役　福田　祐一 平28. 3. 9
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   43010,268,0 メイプルリーフ薬局押〒631-0011 0742-52-7137有限会社ファーストツ岡田　瑞穂 平16. 5. 1調剤 薬局
     奈薬268 熊店 奈良市押熊町１１５３番 常　勤:    1リー　代表取締役　松 新規 現存
     (薬       1)本　修一 平28. 5. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   44010,269,8 メイプルリーフ薬局朱〒631-0806 0742-70-5335有限会社ファーストツ三枝　真琴 平16. 5. 1調剤 薬局
     奈薬269 雀店 奈良市朱雀一丁目５番１７ 常　勤:    1リー　代表取締役　松 新規 現存
     (薬       1)本　修一 平28. 5. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   45010,277,1 エムズドラッグ奈良阪〒630-8104 0742-25-4095株式会社　奈良ドラッ平石　眞也 平17. 6. 1調剤 薬局
     奈薬277 薬局 奈良市奈良阪町２２６５－３番地常　勤:    1グ　代表取締役　松井 新規 現存
     (薬       1)　秀夫 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   46010,278,9 バンビ薬局 〒630-8258 0742-24-8484有限会社ラピス　取締小倉　眞美 平17. 7. 1調剤 薬局
     奈薬278 奈良市船橋町５５－１ 常　勤:    1役　小倉　眞美 新規 現存
     (薬       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   47010,279,7 はるかぜ薬局 〒630-8307 0742-26-7085株式会社麗　代表取締有村　瑞惠 平17. 6.17調剤 薬局
     奈薬279 奈良市西紀寺町３８ 常　勤:    1役　有村　宣幸 交代 現存
     (薬       1) 平29. 6.17
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   48010,280,5 サン薬局奈良店 〒630-8266 0742-22-1072株式会社関西メディコ玉木　諭代 平17. 8. 1調剤 薬局
     奈薬280 奈良市花芝町２９ 常　勤:    3　代表取締役　安井　 交代 現存
     (薬       3)将美 平29. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   49010,281,3 サン薬局新大宮店 〒630-8114 0742-34-3804株式会社関西メディコ杉浦　清孝 平17. 8. 1調剤 薬局
     奈薬281 奈良市芝辻町４－２－３　田村ビ常　勤:    3　代表取締役　安井　 交代 現存
     ル１階 (薬       3)将美 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   50010,283,9 サン薬局平松店 〒631-0846 0742-46-1664株式会社関西メディコ竹中　勇二 平17. 8. 1調剤 薬局
     奈薬283 奈良市平松１－３１－２４　池田常　勤:    3　代表取締役　安井　 交代 現存
     ビル (薬       3)将美 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51010,286,2 サン薬局富雄北店 〒631-0077 0742-51-9320株式会社関西メディコ田邊　佳弘 平17. 8. 1調剤 薬局
     奈薬286 奈良市富雄川西２－７－７ 常　勤:    5　代表取締役　安井　 交代 現存
     (薬       5)将美 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   52010,287,0 サン薬局学園前店 〒631-0036 0742-44-1648株式会社関西メディコ奥間　利治 平17. 8. 1調剤 薬局
     奈薬287 奈良市学園北１－１４－１３ 常　勤:    4　代表取締役　安井　 交代 現存
     (薬       4)将美 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   53010,288,8 サン薬局西ノ京店 〒630-8043 0742-41-5261株式会社関西メディコ佐々木　祐美 平17. 8. 1調剤 薬局
     奈薬288 奈良市六条３－１５－５ 常　勤:    4　代表取締役　安井　 交代 現存
     (薬       4)将美 平29. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   54010,290,4 木下愛生堂薬局 〒630-8381 0742-22-6886有限会社木下愛生堂　谷村　雅子 平17.10. 1調剤 薬局
     奈薬290 奈良市福智院町２２番地 常　勤:    1代表取締役　木下　悦 交代 現存
     (薬       1)子 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   55010,291,2 てるてる薬局 〒630-8441 0742-61-8056有限会社津田調剤　代津田　憲男 平18. 1. 1調剤 薬局
     奈薬291 奈良市神殿町６９４番地の３ 常　勤:    3表取締役　津田　憲男 新規 現存
     (薬       3) 平30. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   56010,292,0 自分薬局　奈良 〒630-8122 0742-20-6070株式会社ショーワ薬局今上　幸祐 平18. 3. 1調剤 薬局
     奈薬292 奈良市三条本町２番地２０　マツ常　勤:    2　代表取締役　 川　 新規 現存
     ダオフィスビル１Ｆ (薬       2)惠司 平30. 3. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   57010,294,6 サン薬局西大寺南店 〒631-0823 0742-51-1233株式会社関西メディコ堀内　陽 平19. 1. 4調剤 薬局
     奈薬294 奈良市西大寺国見町１－１－１３常　勤:    1　代表取締役　安井　 新規 現存
     ３－１１７ (薬       1)将美 平25. 1. 4
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   58010,295,3 自分薬局　宝来 〒631-0844 0742-52-6315株式会社ショーワ薬局吉川　勢喜子 平19. 3. 1調剤 薬局
     奈薬295 奈良市宝来町１２７０－１９ 常　勤:    1　代表取締役　 川　 新規 現存
     (薬       1)惠司 平25. 3. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   59010,296,1 サエラ薬局登美ヶ丘店〒631-0003 0742-53-3501株式会社　サエラ　代山内　勲 平19. 4. 1調剤 薬局
     奈薬296 奈良市中登美ケ丘６丁目３番３号常　勤:    5表取締役　小池　由久 新規 現存
     　リコラス登美ヶ丘Ａ棟１Ｆ (薬       5) 平25. 4. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   60010,298,7 さかもと薬局尼辻店 〒630-8024 0742-30-6648株式会社アール・エス原　万里子 平19. 4. 1調剤 薬局
     奈薬298 奈良市尼辻中町１０番２７号 常　勤:    1　代表取締役　竹村　 新規 現存
     (薬       1)佳久秀 平25. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   61010,302,7 白菊薬局 〒631-0021 0742-40-0311株式会社リオール　代岡部　幹子 平19. 7. 1調剤 薬局
     奈薬302 奈良市鶴舞東町２－１３　ＶＩＶ常　勤:    3表取締役　淡路　英広 交代 現存
     １階 (薬       3) 平25. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   62010,303,5 スギ薬局高の原店 〒631-0805 0742-70-5252プリベイル株式会社　小川　祐子 平19.10. 1調剤 薬局
     奈薬303 奈良市右京１丁目３番地の４　サ常　勤:    3代表取締役　杉村　好 新規 現存
     ンタウンプラザすずらん館 (薬       3)唯 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   63010,304,3 プラス薬局富雄店 〒631-0065 0742-52-8255有限会社アポブレーン山根　裕美子 平19.11. 1調剤 薬局
     奈薬304 奈良市鳥見町３－１１－１　富雄常　勤:    1センター　代表取締役 新規 現存
     団地５６－１０９ (薬       1)　齊田　良明 平25.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   64010,307,6 サン薬局紀寺店 〒630-8306 0742-24-5715株式会社関西メディコ森中　潤 平20. 2. 1調剤 薬局
     奈薬307 奈良市紀寺東口町６７５－１ 常　勤:    6　代表取締役　安井　 新規 現存
     (薬       6)将美 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   65010,308,4 アップル薬局 〒631-0845 0742-47-5578株式会社アップル薬局木南　句美 平20. 5. 8調剤 薬局
     奈薬308 奈良市宝来３丁目３－２０ 常　勤:    1　代表取締役　藪本　 新規 現存
     (薬       1)禎和 平26. 5. 8
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   66010,309,2 コスモファーマ薬局　〒630-8124 0742-30-6631株式会社コスモファー藤野　圭子 平20. 6. 1調剤 薬局
     奈薬309 三条桧町店 奈良市三条桧町１７番１７号 常　勤:    1マ大阪　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)藤田　愛里 平26. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   67010,310,0 今小路薬局 〒630-8293 0742-26-4854株式会社今小路薬局　櫻井　晶良 平20. 5. 7調剤 薬局
     奈薬310 奈良市川久保町１９番地の５ 常　勤:    2代表取締役　柏木　悦 移動 現存
     (薬       2)徳 平26. 5. 7
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   68010,311,8 うさぎや薬局 〒630-8233 0742-24-4375株式会社うさぎや薬局香川　治子 平20. 5. 1調剤 薬局
     奈薬311 奈良市小川町４－２ 常　勤:    2　代表取締役　香川　 組織変更 現存
     (薬       2)敬子 平26. 5. 1
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   69010,313,4 イオン薬局イオンスタ〒631-0821 0742-33-9786イオンリテール株式会若杉　賢人 平20. 8.21調剤 薬局
     奈薬313 イル奈良 奈良市西大寺東町２－４－１　１常　勤:    5社　代表取締役　岡崎 交代 現存
     Ｆ (薬       5)　双一 平26. 8.21
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   70010,316,7 スギ薬局　学園前店 〒631-0013 0742-52-3251株式会社スギ薬局　代横井　紀子 平20. 9. 1調剤 薬局
     奈薬316 奈良市中山町西１－７１６－３な常　勤:    1表取締役　 原　栄一 交代 現存
     らコープ２階 (薬       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   71010,317,5 一般社団法人　奈良市〒631-0846 0742-52-1000一般社団法人　奈良市森田　俊彦 平20.12. 1調剤 薬局
     奈薬317 薬剤師会　会営病院前奈良市平松１－３２－１７－２ 常　勤:    3薬剤師会　会長　秋本 新規 現存
     薬局 (薬       3)　行俊 平26.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   72010,318,3 木のうた薬局紀寺バス〒630-8306 0742-26-1166株式会社ファーマシー猪木　彩子 平20.12. 1調剤 薬局
     奈薬318 停前店 奈良市紀寺町７６７ 常　勤:    2木のうた　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　小林　元樹 平26.12. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   73010,322,5 まりん薬局新大宮 〒630-8014 0742-93-7155有限会社　安倉商事　望月　正子 平21. 4. 1調剤 薬局
     奈薬322 奈良市四条大路１－３－５３エイ常　勤:    1代表取締役　望月　正 新規 現存
     ジングコート奈良新大宮１階 (薬       1)子 平27. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   74010,323,3 薬局セブンファーマシ〒631-0044 0742-43-7527有限会社　セブンプロ松井　恵 平21. 6. 1調剤 薬局
     奈薬323 ー中町店 奈良市藤ノ木台４－６－６ 常　勤:    2ジェクト　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　七海　朗 平27. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   75010,325,8 セガミ薬局　朱雀店 〒631-0806 0742-70-5505株式会社ココカラファ森　順一 平21.10. 1調剤 薬局
     奈薬325 奈良市朱雀６－９－５ 常　勤:    1イン　ヘルスケア　代 新規 現存
     (薬       1)表取締役　塚本　厚志 平27.10. 1
     非常勤:   27
     (薬      27)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   76010,326,6 ひかり薬局柏木店 〒630-8134 0742-33-5885有限会社ひかりファー長谷川　洋輔 平22. 4. 1調剤 薬局
     奈薬326 奈良市大安寺町５１５－２　柏木常　勤:    3マシー　代表取締役　 新規 現存
     町医療タウン１０５号室 (薬       3)中本　政容 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   77010,329,0 カイセイ薬局 〒630-8122 0742-24-2112株式会社育星会　代表松岡　桓準 平22. 5. 1調剤 薬局
     奈薬329 奈良市三条本町１－２ 常　勤:    3取締役　飯田　彰 新規 現存
     (薬       3) 平28. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   78010,331,6 さくら薬局　奈良神殿〒630-8441 0742-50-2413クラフト株式会社　代添田　祐樹 平22. 4. 1調剤 薬局
     奈薬331 店 奈良市神殿町２９７－２ 常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     (薬       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   79010,332,4 ファーマシー木のうた〒630-8246 0742-23-7021株式会社ファーマシー小林　元樹 平22. 5. 2調剤 薬局
     奈薬332 　薬局ＪＲ奈良駅前店奈良市油阪地方町８－１ 常　勤:    1木のうた　代表取締役 移動 現存
     (薬       1)　小林　元樹 平28. 5. 2
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   80010,333,2 有限会社伊達　伊達薬〒631-0041 0742-51-3222有限会社伊達　代表取北澤　映子 平22. 7.20調剤 薬局
     奈薬333 局　学園大和町店 奈良市学園大和町２－３５－１ 常　勤:    1締役　中川　幸子 移動 現存
     (薬       1) 平28. 7.20
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   81010,334,0 奈良会営薬局 〒630-8306 0742-23-3317一般社団法人奈良県薬伊佐　勝彦 平23. 1. 1調剤 薬局
     奈薬334 奈良市紀寺町６７３－１ 常　勤:    2剤師会　会長　竹上　 移動 現存
     (薬       2)茂 平29. 1. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   82010,336,5 キリン堂薬局　北あや〒631-0032 0742-40-2251株式会社　キリン堂　正野　貴子 平23.10. 1調剤 薬局
     奈薬336 め池店 奈良市あやめ池北１丁目３２－２常　勤:    1代表取締役　寺西　豊 新規 現存
     １－Ａ２０２ (薬       1)彦 平29.10. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   83010,337,3 オレンジ薬局　学園大〒631-0041 0742-52-5100株式会社　プチファー赤田　敦子 平24. 1. 1調剤 薬局
     奈薬337 和町店 奈良市学園大和町２－１２５－５常　勤:    1マシスト　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　柳生美江 平30. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   84010,338,1 シンバシ薬局　奈良富〒631-0076 0742-49-0081株式会社　谷口薬品　岡嶋　朱紗 平24. 7. 1 薬局
     奈薬338 雄店 奈良市富雄北１－１－４岡ハイツ常　勤:    2代表取締役　谷口　辰 新規 現存
     １０１号 (薬       2)也 平24. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   85010,339,9 さくら薬局　奈良学園〒631-0022 0742-40-1616クラフト株式会社　代髙橋　弘 平24. 8. 1 薬局
     奈薬339 前店 奈良市鶴舞西町１－１６ 常　勤:    3表取締役　大塚　吉史 新規 現存
     (薬       3) 平24. 8. 1
     非常勤:   22
     (薬      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   86010,340,7 自分薬局　中登美ヶ丘〒631-0003 0742-93-3775株式会社　ショーワ薬東野　結木 平24. 9. 1 薬局
     奈薬340 奈良市中登美ケ丘３－２ローレル常　勤:    1局　代表取締役　吉川 新規 現存
     スクエア登美ヶ丘東館Ⅱ　１０２(薬       1)　惠司 平24. 9. 1
     号 非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   87010,342,3 クルミ薬局 〒631-0036 0742-44-4104有限会社エスアンドイ明石　征憲 平24.11. 1調剤 薬局
     奈薬342 奈良市学園北１－１１－４エル・常　勤:    2ー　代表取締役　志熊 組織変更 現存
     アベニュー学園前１Ｆ１０２号 (薬       2)　理史 平24.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   88010,343,1 薬局セブンファーマシ〒631-0805 0742-71-4783有限会社　セブンプロ中川　史津 平25. 1. 1 薬局
     奈薬343 ー本店 奈良市右京３－６－２ 常　勤:    1ジェクト　代表取締役 移動 現存
     (薬       1)　七海　朗 平25. 1. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   89010,345,6 たまき薬局 〒631-0033 0742-46-6217ひろファーマシー合同玉木　裕子 平25. 4. 1 薬局
     奈薬345 奈良市あやめ池南６丁目１番１５常　勤:    1会社　代表社員　玉木 組織変更 現存
     号 (薬       1)　裕子 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   90010,346,4 オレンジ薬局登美ヶ丘〒631-0001 0742-53-7377株式会社プチファーマ後藤　美樹 平25. 5. 1 薬局
     奈薬346 店 奈良市北登美ケ丘５丁目２番２号常　勤:    1シスト　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)柳生　美江 平25. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   91010,350,6 木のうた薬局　西大寺〒631-0817 0742-52-6676株式会社ファーマシー多田　美樹 平25.10. 1調剤 薬局
     奈薬350 店 奈良市西大寺北町４丁目３番１号常　勤:    1木のうた　代表取締役 新規 現存
     共栄マンション１－Ｅ号室 (薬       1)　小林　元樹 平25.10. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   92010,351,4 自分薬局　西大寺 〒631-0824 0742-41-8325株式会社　ショーワ薬田中　正訓 平25.11. 1 薬局
     奈薬351 奈良市西大寺南町１７－３カーサ常　勤:    1局　代表取締役　 川 新規 現存
     ・ウェルネス１０１号 (薬       1)　惠司 平25.11. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   93010,353,0 いい薬局奈良右京店 〒631-0805 0742-70-0305株式会社ひいらぎ　代富田　倫生 平26. 2. 1調剤 薬局
     奈薬353 奈良市右京三丁目２３番地７ 常　勤:    1表取締役　平山　証一 新規 現存
     (薬       1) 平26. 2. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   94010,354,8 株式会社染川薬局 〒631-0013 0742-46-7660株式会社染川薬局　代染川　とみ子 平26. 1.24調剤 薬局
     奈薬354 奈良市中山町西四丁目５３５番地常　勤:    3表取締役　染川　とみ 組織変更 現存
     ４８９コーポ学園前１０１ (薬       3)子 平26. 1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   95010,355,5 ひかり薬局　大宮店 〒630-8012 0742-93-4261有限会社ひかりファー中本　政容 平26. 3. 1調剤 薬局
     奈薬355 奈良市二条大路南１丁目２番２１常　勤:    3マシー　代表取締役　 新規 現存
     号　モンシャトー１０１号室 (薬       3)中本　政容 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   96010,356,3 阪神調剤薬局　市立奈〒630-8306 0742-27-0355株式会社阪神調剤薬局湯川　遥菜 平26. 3. 1調剤 薬局
     奈薬356 良店 奈良市紀寺町６８７－３ 常　勤:    4　代表取締役　岩崎　 新規 現存
     (薬       4)壽毅 平26. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   97010,357,1 ドクトル薬局 〒631-0824 0742-40-5545有限会社ネオドクトル 田　聡子 平26. 4. 1調剤 薬局
     奈薬357 奈良市西大寺南町２番６号 常　勤:    1　代表取締役　岡村　 新規 現存
     (薬       1)佳彦 平26. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
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   98010,360,5 オレンジ薬局　西登美〒631-0006 0742-51-0666株式会社プチファーマ髙津　知佐子 平26. 5. 1調剤 薬局
     奈薬360 ヶ丘店 奈良市西登美ケ丘五丁目１番地１常　勤:    1シスト　代表取締役　 新規 現存
     号 (薬       1)柳生　美江 平26. 5. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   99010,361,3 奈良調剤薬局　女子大〒630-8251 0742-93-9701株式会社ひいらぎ　代大崎　真裕 平26. 7. 1調剤 薬局
     奈薬361 前店 奈良市西新在家号所町１－１エー常　勤:    1表取締役　平山　証一 新規 現存
     ルハイツ１０１号 (薬       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  100010,362,1 メロディー薬局 〒630-8237 0742-81-3510フィオーレ株式会社　河合　正博 平26. 8. 1調剤 薬局
     奈薬362 奈良市中筋町３１番地 常　勤:    2代表取締役　河合　正 新規 現存
     (薬       2)博 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101010,363,9 オレンジ薬局　法蓮仲〒630-8113 0742-93-9546株式会社プチファーマ譽田　尚子 平26. 8. 1調剤 薬局
     奈薬363 町店 奈良市法蓮町１０９５番６ 常　勤:    1シスト　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)柳生　美江 平26. 8. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  102010,365,4 オレンジ薬局　東登美〒631-0002 0742-53-7280株式会社プチファーマ谷川　宏 平26.12. 1調剤 薬局
     奈薬365 ヶ丘店 奈良市東登美ケ丘一丁目１番１５常　勤:    1シスト　代表取締役　 新規 現存
     号　１Ｆ (薬       1)柳生　美江 平26.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  103010,367,0 ショーワ薬局あやめ池〒631-0032 0742-52-7111井上　雅広 井上　雅広 平27. 2. 1調剤 薬局
     奈薬367 東店 奈良市あやめ池北３－１－３２ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (薬       1) 平27. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  104010,368,8 オレンジ薬局　近鉄奈〒630-8214 0742-27-0370株式会社プチファーマ本明　芳子 平27. 3. 1調剤 薬局
     奈薬368 良店 奈良市東向北町３番地木平ビル１常　勤:    1シスト　代表取締役　 新規 現存
     階 (薬       1)柳生　美江 平27. 3. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  105010,369,6 富雄ゆーあい薬局 〒631-0078 0742-81-4072株式会社ユーアイファ勝亦　容子 平27. 3. 1 薬局
     奈薬369 奈良市富雄元町１丁目２２－１２常　勤:    2ーマシー　代表取締役 新規 現存
     タワーアラモード１Ｆ (薬       2)　内海　直彦 平27. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  106010,370,4 オレンジ薬局　奈良三〒630-8123 0742-33-6501株式会社プチファーマ大谷　尚弘 平27. 5. 1調剤 薬局
     奈薬370 条店 奈良市三条大宮町３番４３号 常　勤:    1シスト　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)柳生　美江 平27. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  107010,371,2 サン薬局　二名店 〒631-0072 0742-52-3066株式会社　関西メディ前川　智宏 平27. 5. 1調剤 薬局
     奈薬371 奈良市二名３丁目１０４６－１ 常　勤:    2コ　代表取締役　安井 新規 現存
     (薬       2)　将美 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  108010,372,0 サン薬局　中町店 〒631-0052 0742-53-1007株式会社　関西メディ八幡　義信 平27. 8. 1調剤 薬局
     奈薬372 奈良市中町４８４２－１ 常　勤:    2コ　代表取締役　安井 新規 現存
     (薬       2)　将美 平27. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  109010,373,8 オレンジ薬局　大安寺〒630-8141 0742-93-8596株式会社プチファーマ鎌田　菜々子 平27. 9. 1調剤 薬局
     奈薬373 店 奈良市南京終町２丁目１２０１－常　勤:    1シスト　代表取締役　 新規 現存
     ８ (薬       1)柳生　美江 平27. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  110010,374,6 ならまち薬局 〒630-8226 0742-81-9027株式会社　中央薬局　兼子　由紀子 平27. 9. 1調剤 薬局
     奈薬374 奈良市小西町２５番１　ファイン常　勤:    1代表取締役　岩崎　賀 新規 現存
     フラッツ奈良ザ・レジデンス１階(薬       1)世子 平27. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  111010,375,3 ウエルシア薬局奈良西〒630-8325 0742-20-6086ウエルシア薬局株式会岡本　厚志 平27.10. 1 薬局
     奈薬375 木辻店 奈良市西木辻町１３０番地の４ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平27.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  112010,376,1 アイン薬局奈良東九条〒630-8144 0742-50-1515株式会社アインファー馬場　洋平 平27.11. 1調剤 薬局
     奈薬376 店 奈良市東九条町７５４－４ 常　勤:    2マシーズ　代表取締役 交代 現存
     (薬       2)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  113010,378,7 サン薬局　高の原店 〒631-0805 0742-71-1122株式会社　関西メディ向山　由布 平28. 4. 1調剤 薬局
     奈薬378 奈良市右京４丁目１４番地２４ 常　勤:    1コ　代表取締役　安井 新規 現存
     (薬       1)　将美 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  114010,379,5 スギ薬局　本店 〒631-0805 0742-71-5788プリベイル株式会社　北村　美紀子 平28. 5. 1調剤 薬局
     奈薬379 奈良市右京一丁目３番地４　サン常　勤:    1代表取締役　杉村　好 新規 現存
     タウンプラザすずらん南館１Ｆ (薬       1)唯 平28. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  115010,381,1 ファミリー薬局　奈良〒630-8244 0742-27-3777株式会社プチファーマ紺田　逸子 平28. 5. 1調剤 薬局
     奈薬381 店 奈良市三条町３２１－４ 常　勤:    1シスト　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       1)柳生　美江 平28. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  116010,382,9 まりん薬局 〒631-0821 0742-32-1818株式会社　セラ・メデ増田　幸史 平28. 7. 1調剤 薬局
     奈薬382 奈良市西大寺東町２－１－６３　常　勤:    1ィック　代表取締役　 交代 現存
     サンワシティ西大寺３階 (薬       1)田中　久晴 平28. 7. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  117010,383,7 きらら薬局阪奈菅原店〒631-0842 0742-52-3388有限会社ファルマ　代林　道治 平28. 8. 1調剤 薬局
     奈薬383 奈良市菅原町６４９番地１ 常　勤:    1表取締役　松岡　俊明 交代 現存
     (薬       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  118010,384,5 コトブキ薬局奈良店 〒630-8261 0742-25-2521株式会社阪神調剤薬局片本　愛美 平28. 8. 1調剤 薬局
     奈薬384 奈良市北市町５７－１ 常　勤:    2　代表取締役　岩崎　 移動 現存
     (薬       2)壽 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  119010,385,2 サン薬局　京終店 〒630-8141 0742-50-2020株式会社　関西メディ石賀　直之 平28. 9. 1調剤 薬局
     奈薬385 奈良市南京終町７１０番地１ 常　勤:    3コ　代表取締役　安井 新規 現存
     (薬       3)　将美 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  120010,386,0 あかね薬局 〒631-0806 0742-93-5577株式会社マーメイド　小林　芳美 平28.12. 1調剤 薬局
     奈薬386 奈良市朱雀五丁目１７番地１－１常　勤:    2代表取締役　松山　喜 新規 現存
     (薬       2)範 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  121010,387,8 ゆうき薬局 〒630-8306 0742-26-8631株式会社　ゆうき薬局平野　由美子 平28.11. 1調剤 薬局
     奈薬387 奈良市紀寺町８６４－１ 常　勤:    1　代表取締役　平野　 移動 現存
     (薬       1)由美子 平28.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  122010,388,6 こぐま薬局　押熊店 〒631-0011 0742-53-1300エムシーエス株式会社遠藤　和美 平29. 4. 1調剤 薬局
     奈薬388 奈良市押熊町５４７－１ 常　勤:    2　代表取締役　佐藤　 組織変更 現存
     (薬       2)秀樹 平29. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  123010,389,4 こぐま薬局　西登美ヶ〒631-0006 0742-51-0590エムシーエス株式会社奥村　葉子 平29. 4. 1調剤 薬局
     奈薬389 丘店 奈良市西登美ケ丘２丁目１１－１常　勤:    1　代表取締役　佐藤　 組織変更 現存
     ４ (薬       1)秀樹 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  124010,391,0 しあわせ薬局　済美店〒630-8141 0742-50-1550一般社団法人奈良ヘル中井　純子 平29. 4. 1調剤 薬局
     奈薬391 奈良市南京終町一丁目１８３番地常　勤:    6スケアサービス　代表 組織変更 現存
     ３４ (薬       6)理事　櫻井　淳子 平29. 4. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  125010,392,8 あしび薬局敷島店 〒631-0031 0742-41-2081一般社団法人メディフ北　真和 平29. 4. 1調剤 薬局
     奈薬392 奈良市敷島町２丁目５５６番地の常　勤:    1ァーマ奈良　代表理事 組織変更 現存
     ９ (薬       1)　立本　剛士 平29. 4. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  126010,393,6 あしび薬局菖蒲池店 〒631-0033 0742-51-2261一般社団法人メディフ尾嵜　千恵子 平29. 4. 1調剤 薬局
     奈薬393 奈良市あやめ池南６丁目１－４１常　勤:    1ァーマ奈良　代表理事 組織変更 現存
     (薬       1)　立本　剛士 平29. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  127010,394,4 あしび薬局赤田店 〒631-0818 0742-51-0340一般社団法人メディフ立本　剛士 平29. 4. 1調剤 薬局
     奈薬394 奈良市西大寺赤田町１丁目５－２常　勤:    1ァーマ奈良　代表理事 組織変更 現存
     ２ (薬       1)　立本　剛士 平29. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  128010,395,1 スギ薬局　学園前南店〒631-0052 0742-81-8582株式会社スギ薬局　代久田　義隆 平29. 5. 1調剤 薬局
     奈薬395 奈良市中町１番地の８７ 常　勤:    3表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       3) 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  129010,396,9 あしび薬局北町店 〒631-0817 0742-53-1132一般社団法人メディフ藤田　真弓 平29. 4. 1調剤 薬局
     奈薬396 奈良市西大寺北町１丁目６－１０常　勤:    1ァーマ奈良　代表理事 組織変更 現存
     (薬       1)　立本　剛士 平29. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  130010,397,7 あしび薬局富雄店 〒631-0061 0742-41-2105一般社団法人メディフ八重山　綾子 平29. 4. 1調剤 薬局
     奈薬397 奈良市三碓２丁目１－３ 常　勤:    2ァーマ奈良　代表理事 組織変更 現存
     (薬       2)　立本　剛士 平29. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  131010,398,5 オレンジ薬局　富雄店〒631-0078 0742-48-0016株式会社オレンジファ山口　長三郎 平29. 5. 1調剤 薬局
     奈薬398 奈良市富雄元町三丁目１番１３号常　勤:    1ーマシー　代表取締役 交代 現存
     ききょう富雄ビル１Ｆ (薬       1)　柳生　美江 平29. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  132010,399,3 ウエルシア薬局　奈良〒630-8115 0742-32-3051ウエルシア薬局株式会菊地　美佳 平29. 5.29調剤 薬局
     奈薬399 駅前店 奈良市大宮町１－３－８ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 移動 現存
     (薬       1)　秀晴 平29. 5.29
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  133010,400,9 薬局セブンファーマシ〒631-0806 0742-71-7260有限会社　セブンプロ松田　昇 平29. 9. 4調剤 薬局
     奈薬400 ー　朱雀店 奈良市朱雀６丁目２０－２ 常　勤:    1ジェクト　代表取締役 移動 現存
     (薬       1)　七海　朗 平29. 9. 4
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  134010,401,7 まんてん薬局 〒630-8441 0742-93-9893株式会社Ｄａｎｋｅ　幸松　健二 平29.10. 1調剤 薬局
     奈薬401 奈良市神殿町１７１番地５ 常　勤:    2代表取締役　幸松　健 移動 現存
     (薬       2)二 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  135010,402,5 ココカラファイン薬局〒630-8054 0742-44-8702株式会社ココカラファ島越　亮輔 平29.12. 1調剤 薬局
     奈薬402 　七条店 奈良市七条西町２丁目１１００番常　勤:    1インヘルスケア　代表 新規 現存
     地 (薬       1)取締役　塚本　厚志 平29.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  136010,403,3 薬局セブンファーマシ〒631-0801 0742-72-3030有限会社セブンプロジ奥野　雅子 平29.12. 1調剤 薬局
     奈薬403 ー　左京店 奈良市左京１丁目１３－１８－２常　勤:    2ェクト　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)七海　朗 平29.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  137010,404,1 オレンジ薬局　学園前〒631-0021 0742-49-7770株式会社オレンジファ田中　豊 平29.11. 1調剤 薬局
     奈薬404 店 奈良市鶴舞東町２－２６ 常　勤:    1ーマシー　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       1)　柳生　美江 平29.11. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  138010,405,8 サエラ薬局　学園前店〒631-0036 0742-40-1106株式会社サエラ　代表栗田　愛 平30. 1. 1調剤 薬局
     奈薬405 奈良市学園北１－９－１パラディ常　勤:    3取締役　小池　由久 組織変更 現存
     学園前Ⅱ５Ｆ (薬       3) 平30. 1. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  139010,406,6 アイリス薬局 〒630-8261 0742-20-4887株式会社ミック　代表遠山　能教 平30. 1. 1調剤 薬局
     奈薬406 奈良市北市町３６－１０ 常　勤:    6取締役　中川　春原 組織変更 現存
     (薬       6) 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  140010,407,4 ひだまり薬局田原店 〒630-2177 0742-81-5055株式会社あっとほうむ吉谷　淳至 平30. 4. 1調剤 薬局
     奈薬407 奈良市此瀬町３５７－１ 常　勤:    1　代表取締役　吉谷　 新規 現存
     (薬       1)淳至 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  141010,408,2 さくら薬局　奈良総合〒631-0054 0742-81-9560クラフト株式会社　代松尾　善彦 平30. 4. 1調剤 薬局
     奈薬408 医療センター前店 奈良市石木町６３４番地１ 常　勤:    1表取締役　大塚　吉史 新規 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  142010,409,0 南山堂薬局　奈良本店〒630-8054 0742-53-1222株式会社南山堂　代表大谷　収蔵 平30. 4. 1調剤 薬局
     奈薬409 奈良市七条西町二丁目８９７番１常　勤:    3取締役　新庄　正志 新規 現存
     (薬       3) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  143010,410,8 薬局ＭＣＣファーマシ〒630-8044 0742-81-7655有限会社メディカルカ谷口　龍子 平30. 4. 1調剤 薬局
     奈薬410 ーまほろば店 奈良市六条西４丁目６番２０号１常　勤:    1ルチャークラブ　取締 新規 現存
     階 (薬       1)役　福田　祐一 平30. 4. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  144010,411,6 オレンジ薬局　帝塚山〒631-0061 0742-53-2070株式会社オレンジファ小倉　桂子 平30. 4. 1調剤 薬局
     奈薬411 大学前店 奈良市三碓町２１４３－１ 常　勤:    1ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　柳生　美江 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  145010,412,4 かるがも薬局　奈良店〒630-8131 0742-21-7301株式会社メディカルか溝端　俊明 平30. 4. 1調剤 薬局
     奈薬412 奈良市大森町４６番地３ 常　勤:    1るがも　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       1)森　正彦 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  146010,413,2 阪神調剤薬局　奈良県〒631-0054 0742-81-8201株式会社阪神調剤薬局松本　圭司 平30. 5. 1調剤 薬局
     奈薬413 総合医療センター前店奈良市石木町６３６番地１ 常　勤:    1　代表取締役　岩崎　 新規 現存
     (薬       1)壽毅 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  147010,414,0 木のうた薬局　三条通〒630-8236 0742-20-5330株式会社ファーマシー上口　典子 平30. 5. 1調剤 薬局
     奈薬414 り店 奈良市下三条町２５番地　寅松ビ常　勤:    1木のうた　代表取締役 移動 現存
     ル１階 (薬       1)　小林　元樹 平30. 5. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  148010,415,7 スギ薬局　ミ・ナーラ〒630-8012 0742-81-4308株式会社スギ薬局　代石倉　和弥 平30. 6. 1調剤 薬局
     奈薬415 店 奈良市二条大路南一丁目３番１号常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     　ミ・ナーラ１階 (薬       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  149020,008,8 株式会社村尾全快堂薬〒639-1007 07435(2)2313株式会社村尾全快堂薬村尾　智美 昭33.10. 1 薬局
     郡薬8 局 大和郡山市南郡山町５２７－１１常　勤:    1局　取締役社長　村尾 現存
     (薬       1)　智美 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  150020,012,0 福井薬局 〒639-1101 07435(3)1835有山　節子 有山　節子 昭49.11. 1 薬局
     郡薬12 大和郡山市下三橋町４４６－３９常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151020,017,9 タマキ薬局 〒639-1056 07435(4)1150玉置　康子 玉置　康子 昭54. 8. 1 薬局
     郡薬17 大和郡山市泉原町２３番地１号 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  152020,020,3 岡薬局 〒639-1142 07435(2)2021岡　美耶子 岡　美耶子 昭60. 7. 1 薬局
     郡薬20 大和郡山市矢田町通３４ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  153020,027,8 キタムラ薬局 〒639-1156 07435(2)2857北村　佳永子 北村　佳永子 平 4. 3. 1 薬局
     郡薬27 大和郡山市堺町９番地 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  154020,030,2 ナニワ薬局 〒639-1001 07435(2)1425吉村　喜一 三上　康子 平 9. 2. 1調剤 薬局
     郡薬30 大和郡山市九条町２９７番地の１常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  155020,040,1 森薬局 〒639-1134 0743-52-2786森　章良 森　章良 平17.12.21調剤 薬局
     郡薬40 大和郡山市柳２－３０ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平29.12.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  156020,105,2 プライム薬局 〒639-1134 07435(4)6996有限会社　プライム　稲垣　涼子 平 8. 5. 1調剤 薬局
     郡薬105 大和郡山市柳１丁目１３番地　天常　勤:    1代表取締役　小川　正 新規 現存
     野ビル１Ｆ (薬       1)起 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  157020,112,8 キヨスミ薬局 〒639-1136 0743-58-3063株式会社笙嘉生命科学福塚　智子 平11. 3.27調剤 薬局
     郡薬112 大和郡山市本庄町２－１ 常　勤:    3研究所　代表取締役社 新規 現存
     (薬       3)長　田中　安貴子 平29. 3.27
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  158020,115,1 まどか薬局 〒639-1042 07435-2-5055株式会社　まどか　代植松　道代 平11. 7. 9調剤 薬局
     郡薬115 大和郡山市小泉町９１８ 常　勤:    2表取締役　植松　秀志 移動 現存
     (薬       2) 平29. 7. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  159020,117,7 ファーマシー木のうた〒639-1058 0743-58-5170株式会社ファーマシー中田　由美子 平11.10. 1調剤 薬局
     郡薬117 薬局郡山泉原店 大和郡山市矢田町庄司谷６３７９常　勤:    1木のうた　代表取締役 新規 現存
     －３ (薬       1)　小林　元樹 平29.10. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  160020,118,5 かるがも薬局　筒井店〒639-1123 0743-57-7360株式会社　メディカル西川　惠子 平11.12. 1調剤 薬局
     郡薬118 大和郡山市筒井町２６５－２ 常　勤:    1かるがも　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       1)　森　正彦 平29.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  161020,120,1 ヒロ薬局　堺町 〒639-1156 0743-58-6577有限会社アポテック　壷井　之博 平13. 3. 1調剤 薬局
     郡薬120 大和郡山市堺町６ 常　勤:    1代表取締役　壷井　之 新規 現存
     (薬       1)博 平25. 3. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  162020,123,5 Ｊｉｂｕｎ薬局　小泉〒639-1044 0743-58-3077株式会社ショーワ薬局井上　直人 平13. 7. 1調剤 薬局
     郡薬123 大和郡山市小泉町東１丁目７番地常　勤:    1　代表取締役　 川　 新規 現存
     の４グランドゥール郷１Ｆ (薬       1)惠司 平25. 7. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
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  163020,128,4 薬局メールボックス柳〒639-1134 0743-55-0703有限会社リックス　取上野　和夫 平15.10. 1調剤 薬局
     郡薬128 町店 大和郡山市柳５丁目３０番地の３常　勤:    2締役　上野　和夫 移動 現存
     (薬       2) 平27.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  164020,130,0 ハル薬局 〒639-1013 0743-58-1732有限会社エクセル　取仲谷　尚起 平16.11. 1調剤 薬局
     郡薬130 大和郡山市朝日町１番１３号 常　勤:    3締役　仲谷　尚起 移動 現存
     (薬       3) 平28.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  165020,133,4 サン薬局郡山店 〒639-1013 0743-52-6706株式会社関西メディコ西浦　希 平17. 8. 1調剤 薬局
     郡薬133 大和郡山市朝日町１－１６ 常　勤:    3　代表取締役　安井　 交代 現存
     (薬       3)将美 平29. 8. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  166020,134,2 サン薬局ＪＲ郡山店 〒639-1132 0743-54-2484株式会社関西メディコ松本　義史 平17. 8. 1調剤 薬局
     郡薬134 大和郡山市高田町９－１２ 常　勤:    2　代表取締役　安井　 交代 現存
     (薬       2)将美 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  167020,135,9 サン薬局郡山東店 〒639-1132 0743-53-2130株式会社関西メディコ青山　高志 平17. 8. 1調剤 薬局
     郡薬135 大和郡山市高田町９２－１４ 常　勤:    4　代表取締役　安井　 交代 現存
     (薬       4)将美 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  168020,140,9 ハートフル薬局 〒639-1028 0743-55-7101ウェルライフ株式会社家原　規代美 平20. 1. 4調剤 薬局
     郡薬140 大和郡山市田中町７６６－２ 常　勤:    1　代表取締役　糠野　 新規 現存
     (薬       1)信子 平26. 1. 4
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  169020,142,5 スマイル薬局　天井店〒639-1135 0743-87-9200ビックリー株式会社　德平　里加 平21. 6. 1調剤 薬局
     郡薬142 大和郡山市天井町２２３－１ 常　勤:    1代表取締役　保井　芳 新規 休止
     (薬       1)昭 平27. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  170020,143,3 Ｊｉｂｕｎ薬局　矢田〒639-1055 0743-52-5562有限会社　レイルロー山本　拓未 平21. 7. 1調剤 薬局
     郡薬143 山 大和郡山市矢田山町５９－２ 常　勤:    1ド　代表取締役　 川 新規 現存
     (薬       1)　惠司 平27. 7. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  171020,144,1 イオン薬局大和郡山店〒639-1101 0743-54-7177イオンリテール株式会東　みさよ 平22. 3.19調剤 薬局
     郡薬144 大和郡山市下三橋町７４１－１Ｆ常　勤:    7社　代表取締役　岡崎 新規 現存
     (薬       7)　双一 平28. 3.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  172020,145,8 さくら薬局　大和郡山〒639-1134 0743-54-5663クラフト株式会社　代阪東　なつき 平22. 4. 1調剤 薬局
     郡薬145 店 大和郡山市柳町１２８－９　カイ常　勤:    1表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     チビル１階 (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  173020,146,6 えふ薬局 〒639-1001 0743-54-8086株式会社　エフメディ福本　雄樹 平24. 1. 1調剤 薬局
     郡薬146 大和郡山市九条町１３０９ 常　勤:    2カル　代表取締役　福 組織変更 現存
     (薬       2)本　雄樹 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  174020,147,4 ジップドラッグ今国府〒639-1031 0743-59-4007株式会社ココカラファ武市　茉莉子 平25. 4. 1 薬局
     郡薬147 薬局 大和郡山市今国府町３９０－１ 常　勤:    1イン　ヘルスケア　代 交代 現存
     (薬       1)表取締役　塚本　厚志 平25. 4. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  175020,149,0 あすか薬局 〒639-1002 0743-58-2212Ｈ＆Ｋファーマシー株小山　博司 平25. 6. 1調剤 薬局
     郡薬149 大和郡山市九条平野町３－３１サ常　勤:    3式会社　代表取締役　 組織変更 現存
     ンシャイン谷野１Ｆ (薬       3)小山　博司 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  176020,150,8 アール薬局　郡山店 〒639-1001 0743-20-4553有限会社　アール　代川崎　智子 平25. 9. 1 薬局
     郡薬150 大和郡山市九条町１８８－２－３常　勤:    4表取締役　稲田　増美 新規 現存
     (薬       4) 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  177020,151,6 ヘルシーストック薬局〒639-1007 0743-52-9809株式会社　ヘルシース倉岡　伸次 平25. 9.16調剤 薬局
     郡薬151 大和郡山市南郡山町５２０－１　常　勤:    3トック　代表取締役　 その他 現存
     マインドビル１階 (薬       3)倉岡　伸次 平25. 9.16
     非常勤:    3
     (薬       3)
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  178020,152,4 オレンジ薬局 〒639-1121 0743-59-5770株式会社ファルマクリ大島　英孝 平26. 4. 1調剤 薬局
     郡薬152 大和郡山市杉町４８ 常　勤:    1エイト　代表取締役　 その他 現存
     (薬       1)大島　英孝 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  179020,157,3 ひだまり薬局　本庄店〒639-1136 0743-56-1125株式会社あっとほうむ金山　重德 平27. 1. 1調剤 薬局
     郡薬157 大和郡山市本庄町２９７－６ 常　勤:    1　代表取締役　吉谷　 組織変更 現存
     (薬       1)淳至 平27. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  180020,158,1 オレンジ薬局　筒井町〒639-1123 0743-56-8300株式会社プチファーマ福本　 行 平27. 4. 1調剤 薬局
     郡薬158 店 大和郡山市筒井町１６０２番地 常　勤:    1シスト　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)柳生　美江 平27. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  181020,159,9 三の丸薬局 〒639-1134 0743-55-1796有限会社友薬　代表取堀江　澄夫 平27. 5. 1調剤 薬局
     郡薬159 大和郡山市柳３丁目３７番 常　勤:    1締役　堀江　澄夫 移動 現存
     (薬       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  182020,160,7 ウエルシア薬局　大和〒639-1042 0743-54-4558ウエルシア薬局株式会斉藤　貴哉 平28. 7. 1調剤 薬局
     郡薬160 郡山小泉店 大和郡山市小泉町２８４９－１ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平28. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  183020,162,3 しあわせ薬局　小泉店〒639-1042 0743-54-9988一般社団法人奈良ヘル殿山　紀子 平29. 4. 1調剤 薬局
     郡薬162 大和郡山市小泉町８０８ 常　勤:    3スケアサービス　代表 組織変更 現存
     (薬       3)理事　櫻井　淳子 平29. 4. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  184020,163,1 しあわせ薬局　片桐店〒639-1054 0743-51-0333一般社団法人奈良ヘル乾　和世 平29. 4. 1調剤 薬局
     郡薬163 大和郡山市新町３０５－８６ 常　勤:    3スケアサービス　代表 組織変更 現存
     (薬       3)理事　櫻井　淳子 平29. 4. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  185020,164,9 かなで薬局　横田店 〒639-1115 0743-61-5760メディキュアサポート隅田　卓弥 平29. 7. 1調剤 薬局
     郡薬164 大和郡山市横田町７０８－５ 常　勤:    2株式会社　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　隅田　重義 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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  186020,165,6 スマイル薬局藤原店 〒639-1017 0743-55-3445ビックリー株式会社　山本　ふみ 平29. 7. 1調剤 薬局
     郡薬165 大和郡山市藤原町２－１８ 常　勤:    1代表取締役　保井　芳 組織変更 現存
     (薬       1)昭 平29. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  187020,166,4 Ｊｉｂｕｎ薬局　郡山〒639-1016 0743-55-5312有限会社レイルロード岡田　恵実 平29.10. 1調剤 薬局
     郡薬166 大和郡山市城南町３５６－３カー常　勤:    1　代表取締役　 川　 移動 現存
     サ・ウェルネス郡山１０１号 (薬       1)惠司 平29.10. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  188020,167,2 アイ薬局　大和郡山店〒639-1013 0743-53-5400株式会社ミック　代表細川　真理子 平30. 1. 1調剤 薬局
     郡薬167 大和郡山市朝日町１番５号 常　勤:    3取締役　中川　春原 組織変更 現存
     (薬       3) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  189020,168,0 中川薬局 〒639-1132 0743-53-7974株式会社中川薬局　代中川　純治 平30. 2. 1調剤 薬局
     郡薬168 大和郡山市高田町９番地２２ 常　勤:    3表取締役　中川　純治 組織変更 現存
     (薬       3) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  190020,169,8 薬局メールボックス 〒639-1007 0743-52-1525合同会社想い研究所　中島　フジ子 平30. 2. 1調剤 薬局
     郡薬169 大和郡山市南郡山町２２６－２ 常　勤:    2代表社員　上野　正志 組織変更 現存
     (薬       2) 平30. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  191020,170,6 いかるが中央薬局 〒639-1044 0743-59-6617株式会社共栄ファーマ萩原　典子 平30. 4. 1調剤 薬局
     郡薬170 大和郡山市小泉町東３－６－２２常　勤:    4シー　代表取締役　宇 組織変更 現存
     (薬       4)野　光裕 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  192030,020,1 ニコニコ薬局 〒630-0257 07437(3)2314増田　玲子 増田　玲子 平 2.12. 1 薬局
     駒薬20 生駒市元町１－７－１６ 常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  193030,024,3 北大和調剤薬局 〒630-0122 07437(8)9591室　恭子 室　恭子 平 5.11. 1調剤 薬局
     駒薬24 生駒市真弓２丁目１－６ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  194030,032,6 アイビー薬局 〒630-0136 0743-71-0039中栖　光啓 中栖　光啓 平15.12. 1調剤 薬局
     駒薬32 生駒市白庭台３丁目１５番４号 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平27.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  195030,034,2 薬師堂生駒薬局 〒630-0245 0743-71-7573茨木　康晴 茨木　康晴 平16. 5.17調剤 薬局
     駒薬34 生駒市北新町１０－４０－１０１常　勤:    1 新規 現存
     号 (薬       1) 平28. 5.17
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  196030,035,9 こじか薬局生駒南田原〒630-0135 0743-71-0371久 　猛雄 久 　猛雄 平16.10. 1調剤 薬局
     駒薬35 店 生駒市南田原町１９７７番地 常　勤:    2 交代 現存
     (薬       2) 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  197030,036,7 こころ薬局 〒630-0245 0743-75-5561向井　香里 向井　香里 平24. 5. 1調剤 薬局
     駒薬36 生駒市北新町１－１８森ビル１Ｆ常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  198030,102,7 萩の台薬局 〒630-0224 07437(6)0538ビックリー株式会社　釜谷　深雪 平 9. 3. 1調剤 薬局
     駒薬102 生駒市萩の台１丁目２－２ライフ常　勤:    1代表取締役　保井　芳 新規 現存
     コート萩の台１階 (薬       1)昭 平30. 3. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  199030,107,6 ヤスイ薬局 〒630-0213 0743-74-2514株式会社ヤスイ薬局　杉山　旭 平10. 6.19調剤 薬局
     駒薬107 生駒市東生駒２丁目２０７番地３常　勤:    3代表取締役　安井　健 組織変更 休止
     ７２ (薬       3)一 平28. 6.19
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  200030,108,4 ヤスイ薬局生駒 〒630-0251 0743-75-8898株式会社ヤスイ薬局　木村　美和子 平10. 6.19調剤 薬局
     駒薬108 生駒市谷田町８７０番地の２中谷常　勤:    1代表取締役　安井　健 組織変更 現存
     ビル１Ｆ－１０２ (薬       1)一 平28. 6.19
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  201030,109,2 アリス薬局 〒630-0213 0743-72-1718ビックリー株式会社　和久利　香織 平10. 9. 1調剤 薬局
     駒薬109 生駒市東生駒１丁目７０番１号 常　勤:    1代表取締役　保井　芳 新規 現存
     (薬       1)昭 平28. 9. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  202030,111,8 コスモス薬局 〒630-0263 0743-71-6727有限会社ファーマティ田中　敬子 平10.11. 1調剤 薬局
     駒薬111 生駒市中菜畑２丁目１１０９の３常　勤:    1カル・エーアンドエー 新規 現存
     (薬       1)　取締役　田中　敬子 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  203030,112,6 鹿ノ台調剤薬局 〒630-0113 0743-79-2848有限会社芙蓉　取締役井上　昌子 平11.10. 1調剤 薬局
     駒薬112 生駒市鹿ノ台南２－３－２ 常　勤:    1　井上昌子 組織変更 現存
     (薬       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  204030,113,4 サエラ薬局 〒630-0256 0743-71-7337株式会社　サエラ　代大出　麻奈美 平11.12. 1調剤 薬局
     駒薬113 生駒市本町５－９ 常　勤:    2表取締役　小池由久 新規 現存
     (薬       2) 平29.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  205030,114,2 たんぽぽ薬局あすか野〒630-0133 0743-72-0707株式会社　アール・エ尾路　友子 平12. 1. 1調剤 薬局
     駒薬114 店 生駒市あすか野南２－１－７ 常　勤:    2ス　代表取締役　竹村 新規 現存
     (薬       2)　佳久秀 平30. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  206030,115,9 スギ薬局真弓店 〒630-0122 0743-72-0630プリベイル株式会社　道家　宏明 平12. 2. 1調剤 薬局
     駒薬115 生駒市真弓４－４－７ 常　勤:    2代表取締役　杉村　好 新規 現存
     (薬       2)唯 平30. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  207030,116,7 たんぽぽ薬局小明店 〒630-0201 0743-71-6808株式会社　アール・エ里井　久美子 平12. 2. 1調剤 薬局
     駒薬116 生駒市小明町５６０－４ 常　勤:    3ス　代表取締役　竹村 新規 現存
     (薬       3)　佳久秀 平30. 2. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  208030,117,5 ヤスイ薬局辻 〒630-0212 0743-71-7826株式会社ヤスイ薬局　岩重　一雄 平12. 6. 1調剤 薬局
     駒薬117 生駒市辻町３９７－８東生駒８番常　勤:    3代表取締役　安井　健 新規 現存
     館１Ｆ (薬       3)一 平30. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  209030,119,1 おひさま薬局 〒630-0252 0743-70-8525有限会社ゾラール　取籾山　忠 平13. 9. 4調剤 薬局
     駒薬119 生駒市山崎町４－５ＮＤＡビル１常　勤:    1締役　籾山　忠 新規 現存
     Ｆ (薬       1) 平25. 9. 4
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  210030,126,6 ドレミ薬局 〒630-0226 0743-76-6810株式会社メディカルア乃一　育代 平17. 4. 1調剤 薬局
     駒薬126 生駒市小平尾町４－６ 常　勤:    1ドバンス　取締役　深 新規 現存
     (薬       1)井　和浩 平29. 4. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  211030,127,4 ひかり薬局壱分店 〒630-0233 0743-76-3006有限会社ひかりファー松山　三貴子 平17. 4. 1調剤 薬局
     駒薬127 生駒市有里町１０７－１ 常　勤:    5マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       5)中本　政容 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  212030,128,2 アール薬局生駒駅前南〒630-0257 0743-21-3235有限会社アール　代表川﨑　俊之 平17. 8. 1調剤 薬局
     駒薬128 店 生駒市元町１－５－５　オベラス常　勤:    2取締役　稲田　増美 新規 現存
     生駒１Ｆ (薬       2) 平29. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  213030,129,0 サン薬局生駒店 〒630-0251 0743-75-8050株式会社関西メディコ瀧口　祐介 平17. 8. 1調剤 薬局
     駒薬129 生駒市谷田町８７３－１ 常　勤:    4　代表取締役　安井　 交代 現存
     (薬       4)将美 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  214030,130,8 サン薬局谷田店 〒630-0251 0743-75-2264株式会社関西メディコ奥田　高文 平17. 9. 1調剤 薬局
     駒薬130 生駒市谷田町８５０－４ 常　勤:    5　代表取締役　安井　 新規 現存
     (薬       5)将美 平29. 9. 1
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  215030,131,6 モリタ薬局生駒店 〒630-0222 0743-76-5800株式会社モリタ　代表武部　宏美 平17. 9. 1調剤 薬局
     駒薬131 生駒市壱分町８３－４８ 常　勤:    1取締役　森田　能光 新規 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  216030,134,0 白菊調剤薬局 〒630-0257 0743-73-2468株式会社リオール　代重村　まり子 平19. 7. 1調剤 薬局
     駒薬134 生駒市元町１－５－３ 常　勤:    4表取締役　淡路　英広 交代 現存
     (薬       4) 平25. 7. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  217030,135,7 さかもと薬局南田原店〒630-0135 0743-72-0806株式会社アール・エス赤羽　昭一 平19. 9. 1調剤 薬局
     駒薬135 生駒市南田原町８２２－１ 常　勤:    1　代表取締役　竹村　 新規 現存
     (薬       1)佳久秀 平25. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  218030,136,5 ヤスイ薬局あすか野 〒630-0134 0743-70-0351株式会社ヤスイ薬局　松下　千博 平19.11. 1調剤 薬局
     駒薬136 生駒市あすか野北１丁目１の１６常　勤:    1代表取締役　安井　健 新規 現存
     (薬       1)一 平25.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  219030,138,1 フロンティア薬局　生〒630-0244 0743-70-8877株式会社フロンティア黒田　佳世 平20. 5. 1調剤 薬局
     駒薬138 駒店 生駒市東松ヶ丘１７－１０ 常　勤:    1　代表取締役　重森　 交代 現存
     (薬       1)裕之 平26. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  220030,140,7 ヤスイ薬局　白庭台 〒630-0136 0743-71-2302株式会社ヤスイ薬局　吉田　彩織 平20. 8. 1調剤 薬局
     駒薬140 生駒市白庭台６－２１９２－２ 常　勤:    6代表取締役　安井　健 現存
     (薬       6)一 平26. 8. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  221030,141,5 白庭台薬局 〒630-0136 0743-72-0988セーザイ株式会社　代小宮　啓子 平20. 8. 8調剤 薬局
     駒薬141 生駒市白庭台６－７－３５ 常　勤:    1表取締役　小宮　啓子 新規 現存
     (薬       1) 平26. 8. 8
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  222030,143,1 イオン薬局登美ヶ丘店〒630-0115 0743-79-5703イオンリテール株式会梅野　明子 平20. 8.21調剤 薬局
     駒薬143 生駒市鹿畑町３０２７　１Ｆ 常　勤:    8社　代表取締役　岡崎 交代 現存
     (薬       8)　双一 平26. 8.21
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  223030,144,9 メイプルリーフ薬局生〒630-0243 0743-87-9010有限会社ファーストツ笹岡　功 平21. 3. 1調剤 薬局
     駒薬144 駒店 生駒市俵口町１０８５－１ 常　勤:    1リー　代表取締役　松 新規 現存
     (薬       1)本　修一 平27. 3. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  224030,145,6 スギ薬局生駒店 〒630-0251 0743-71-7505株式会社　スギ薬局　草野　ゆり子 平21. 4. 1調剤 薬局
     駒薬145 生駒市谷田町１３２８－１ 常　勤:    1代表取締役　 原　栄 新規 現存
     (薬       1)一 平27. 4. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  225030,146,4 サン薬局　一分店 〒630-0222 0743-76-2288株式会社　関西メディ伊藤　暢基 平21. 6. 1調剤 薬局
     駒薬146 生駒市壱分町８３－４８ 常　勤:    1コ　代表取締役　安井 新規 現存
     (薬       1)　将美 平27. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  226030,149,8 幸生堂薬局 〒630-0121 0743-70-1700株式会社ヘルシーワー髙井　伸弥 平22. 1.12調剤 薬局
     駒薬149 生駒市北大和１－３－３ 常　勤:    2ク　代表取締役　福本 移動 現存
     (薬       2)　康幸 平28. 1.12
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  227030,150,6 西本薬局 〒630-0256 0743-73-2165株式会社西本薬局　代西本　均 平22. 7. 1調剤 薬局
     駒薬150 生駒市本町６－７ 常　勤:    2表取締役　西本　均 組織変更 現存
     (薬       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  228030,151,4 サン薬局　生駒駅前店〒630-0257 0743-71-6655株式会社　関西メディ平田　育代 平22.10. 1調剤 薬局
     駒薬151 生駒市元町１－１３－１－４０５常　勤:    1コ　代表取締役　安井 新規 現存
     (薬       1)　将美 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  229030,152,2 スマイル薬局菜畑店 〒630-0252 0743-85-4025ビックリー株式会社　向井　容子 平23. 2. 1調剤 薬局
     駒薬152 生駒市山崎町２１－２６ 常　勤:    1代表取締役　保井　芳 新規 現存
     (薬       1)昭 平29. 2. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  230030,153,0 大 堂薬局 〒630-0122 0743-20-4311有限会社一龍堂　代表李　志織 平24. 7. 1 薬局
     駒薬153 生駒市真弓１－９－５ 常　勤:    1取締役　李　在 新規 現存
     (薬       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  231030,155,5 若葉薬局 〒630-0215 0743-75-4446株式会社わかば　代表倉本　孝 平25.10. 1 薬局
     駒薬155 生駒市東菜畑１丁目２９８番地１常　勤:    2取締役　倉本　孝 交代 現存
     メゾン東生駒ＹＤ３番館１０２ (薬       2) 平25.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  232030,156,3 アール薬局　生駒駅本〒630-0245 0743-71-6026有限会社　アール　代多田　真生 平26. 4. 1調剤 薬局
     駒薬156 店 生駒市北新町１０番３６－４０６常　勤:    5表取締役　稲田　増美 新規 現存
     号 (薬       5) 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  233030,157,1 笑夢薬局 〒630-0141 0743-85-7802向山　陽久 定仲　弥由 平26.10. 1調剤 薬局
     駒薬157 生駒市ひかりが丘１丁目１番１３常　勤:    1 新規 現存
     号 (薬       1) 平26.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  234030,158,9 ヤスイ薬局　東生駒１〒630-0213 0743-86-4088株式会社ヤスイ薬局　安井　健一 平27. 6. 1調剤 薬局
     駒薬158 生駒市東生駒１－３２ 常　勤:    3代表取締役　安井　健 新規 現存
     (薬       3)一 平27. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  235030,159,7 えふ西薬局 〒630-0261 0743-25-6217株式会社エフメディカ石川　里香 平28.11. 1調剤 薬局
     駒薬159 生駒市西旭ケ丘１３－１４ 常　勤:    1ル　代表取締役　福本 新規 現存
     (薬       1)　雄樹 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  236030,160,5 あしび薬局生駒店 〒630-0256 0743-71-9367一般社団法人メディフ杉村　健太郎 平29. 4. 1調剤 薬局
     駒薬160 生駒市本町７－１１ 常　勤:    2ァーマ奈良　代表理事 組織変更 現存
     (薬       2)　立本　剛士 平29. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  237030,161,3 クスリのアオキ真弓薬〒630-0122 0743-61-5508株式会社クスリのアオ山村　惇一 平29. 8. 1調剤 薬局
     駒薬161 局 生駒市真弓２丁目１４番９号 常　勤:    1キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       1)　宏憲 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  238030,162,1 メルズ薬局 〒630-0122 0743-61-5548有限会社メルズ　代表中辻　輝 平29. 9. 1調剤 薬局
     駒薬162 生駒市真弓１丁目２－８ 常　勤:    1取締役　橋本　勝 新規 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  239030,163,9 かるがも薬局　東生駒〒630-0213 0743-84-4145株式会社メディカルか笠松　誠 平30. 4. 1調剤 薬局
     駒薬163 店 生駒市東生駒２－２０７－１２０常　勤:    1るがも　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       1)森　正彦 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  240040,026,6 ナカオ薬局 〒633-0062 07444-3-6811中尾　由実子 中尾　由実子 平 6. 6. 1 薬局
     桜薬26 桜井市粟殿１００６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  241040,027,4 朝倉薬局 〒633-0017 07444-2-2332西﨑　千嘉子 西﨑　千嘉子 平 6. 8. 1 薬局
     桜薬27 桜井市慈恩寺４１ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  242040,032,4 まついけ薬局 〒633-0001 0744-44-6690松生　良雄 増田　尚弘 平12. 7. 1調剤 薬局
     桜薬32 桜井市三輪元松之本方４６－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  243040,035,7 ウエムラ薬局 〒633-0062 0744-43-5060上村　年 中辻　恵美 平13. 5. 1調剤 薬局
     桜薬35 桜井市粟殿７３３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  244040,038,1 木下薬局 〒633-0074 0744-42-6433木下　洋子 木下　洋子 平16. 2. 1調剤 薬局
     桜薬38 桜井市芝１３６０番地 常　勤:    2 交代 現存
     (薬       2) 平28. 2. 1
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  245040,039,9 オクノ薬局 〒633-0005 0744-43-7048奥野　佳秀 奥野　佳秀 平17. 1. 1調剤 薬局
     桜薬39 桜井市大字忍阪１５５８ 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  246040,046,4 イノウエ薬局 〒633-0001 0744-45-0814井上　廣一 井上　廣一 平28. 3. 1調剤 薬局
     桜薬46 桜井市三輪４９３ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  247040,105,8 桜井さくら薬局 〒633-0054 0744-46-5877有限会社さくらメディ細田　浩己 平 9. 8. 1 薬局
     桜薬105 桜井市阿部３１１－２ 常　勤:    3カル　代表取締役　飯 新規 現存
     (薬       3)野　拓夫 平24. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  248040,108,2 安倍さくら薬局 〒633-0054 0744-44-2245株式会社奈良医療　代新子　道代 平13. 6. 1調剤 薬局
     桜薬108 桜井市阿部３２７ 常　勤:    2表取締役　中井　三能 新規 現存
     (薬       2) 平25. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  249040,111,6 サン薬局桜井店 〒633-0091 0744-42-2905株式会社関西メディコ関　典生 平17. 8. 1調剤 薬局
     桜薬111 桜井市桜井２０３－５ 常　勤:    4　代表取締役　安井　 交代 現存
     (薬       4)将美 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  250040,113,2 サン薬局桜井西店 〒633-0054 0744-43-5919株式会社関西メディコ二十軒　綾子 平17. 8. 1調剤 薬局
     桜薬113 桜井市阿部３５３ 常　勤:    5　代表取締役　安井　 交代 現存
     (薬       5)将美 平29. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  251040,114,0 ニコニコ薬局 〒633-0062 0744-46-0055有限会社サンクフル　加治原　達也 平18. 5.29 薬局
     桜薬114 桜井市粟殿１０１９番地の５ 常　勤:    3代表取締役　加治原　 移動 現存
     (薬       3)達也 平30. 5.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  252040,115,7 ハートプラス薬局 〒633-0064 0744-44-5022ビックリー株式会社　増谷　和也 平19.10. 1調剤 薬局
     桜薬115 桜井市戒重２０６－６ 常　勤:    2代表取締役　保井　芳 新規 現存
     (薬       2)昭 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  253040,116,5 幸生堂薬局 〒633-0063 0744-44-1701株式会社ヘルシーワー大西　浩章 平20.10. 1調剤 薬局
     桜薬116 桜井市川合２５６－３ハーモニア常　勤:    3ク　代表取締役　福本 新規 現存
     Ｎ－１号室 (薬       3)　康幸 平26.10. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  254040,117,3 さかえ薬局桜井店 〒633-0061 0744-47-2193有限会社　さかえ　代田中　真純 平23. 3. 1調剤 薬局
     桜薬117 桜井市上之庄７１１－１ 常　勤:    2表取締役　木田　安彦 新規 現存
     (薬       2) 平29. 3. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  255040,118,1 ココカラファイン薬局〒633-0066 0744-45-4015株式会社ココカラファ上脇　邦宜 平23. 3.22調剤 薬局
     桜薬118 　香久山店 桜井市西之宮２１９－１ 常　勤:    1イン　ヘルスケア　代 移動 現存
     (薬       1)表取締役　塚本　厚志 平29. 3.22
     非常勤:   22
     (薬      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  256040,119,9 まほろば薬局　桜井谷〒633-0053 0744-44-5711株式会社　テイクエム竹上　貴子 平23. 7. 1調剤 薬局
     桜薬119 店 桜井市谷９２－２ 常　勤:    1　代表取締役　竹上　 新規 現存
     (薬       1)茂 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  257040,120,7 まほろば薬局　本店 〒633-0091 0744-42-2018株式会社テイクエム　竹上　茂 平23.11. 1調剤 薬局
     桜薬120 桜井市桜井２０３－６ 常　勤:    1代表取締役　竹上　茂 組織変更 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  258040,122,3 つくし薬局 〒633-0053 0744-43-8555株式会社粟殿薬局　代堂上　孝至 平26.10. 1調剤 薬局
     桜薬122 桜井市谷２４２－１ 常　勤:    2表取締役　 村　季世 新規 現存
     (薬       2)子 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  259040,123,1 粟殿薬局 〒633-0062 0744-42-2008株式会社粟殿薬局　代 村　季世子 平26.10. 1調剤 薬局
     桜薬123 桜井市粟殿１０５の５ 常　勤:    1表取締役　 村　季世 その他 現存
     (薬       1)子 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  260040,124,9 わかば薬局 〒633-0005 0744-42-7180株式会社粟殿薬局　代 村　登美子 平26.10. 1調剤 薬局
     桜薬124 桜井市忍阪５１－１１ 常　勤:    2表取締役　 村　季世 その他 現存
     (薬       2)子 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  261040,125,6 かるがも薬局　桜井店〒633-0054 0744-43-3050株式会社　メディカル小川　律子 平28. 1. 1調剤 薬局
     桜薬125 桜井市阿部３５６－１ 常　勤:    2かるがも　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　森　正彦 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  262040,126,4 初瀬薬局 〒633-0112 0744-44-3005合同会社初瀬　代表社森本　晴美 平28. 8. 1調剤 薬局
     桜薬126 桜井市初瀬２１２９－１ 常　勤:    2員　森本　晴美 交代 現存
     (薬       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  263040,127,2 いずみ薬局　さくらい〒633-0064 0744-46-3443株式会社トクメディカ 垣内　剛 平29. 3. 1調剤 薬局
     桜薬127 店 桜井市戒重３１５－１ 常　勤:    2ル　代表取締役　松尾 新規 現存
     (薬       2)　徳志 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  264040,128,0 あおば薬局大福店 〒633-0067 0744-44-1535一般社団法人奈良保健永井　靖代 平29. 4. 1調剤 薬局
     桜薬128 桜井市大福２３８－１１ 常　勤:    2共同企画　代表理事　 組織変更 現存
     (薬       2)藤田　憲一 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  265040,129,8 なでしこ薬局 〒633-0091 0744-46-9745岩井　信樹 西川　ゆり 平29.11. 1調剤 薬局
     桜薬129 桜井市桜井５５－４ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  266040,130,6 ノチオカ薬局 〒633-0091 0744-42-2846株式会社ノチオカ薬局後岡　敬太朗 平29.12. 1調剤 薬局
     桜薬130 桜井市桜井８７３ 常　勤:    2　代表取締役　後岡　 組織変更 現存
     (薬       2)敬太朗 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  267050,012,3 エミ薬局 〒636-0805 0745(73)3866礒山　美恵子 礒山　美恵子 昭50. 9. 1調剤 薬局
     生薬12 生駒郡三郷町美松ヶ丘東１－２－常　勤:    1 現存
     １ (薬       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  268050,023,0 フジ薬局 〒636-0123 07457(4)4508冨士　哲孝 冨士　哲孝 平 5. 7. 1調剤 薬局
     生薬23 生駒郡斑鳩町興留７丁目７－３ 常　勤:    3 現存
     (薬       3) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  269050,029,7 岡田薬局 〒636-0123 0745-74-0035岡田　典朗 新居　美佐 平25. 4.25 薬局
     生薬29 生駒郡斑鳩町興留５－１１－２４常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平25. 4.25
     非常勤:    4
     (薬       4)
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  270050,030,5 すこやか薬局 〒636-0142 0745-43-6420應矢　志図香 應矢　志図香 平25. 9. 1調剤 薬局
     生薬30 生駒郡斑鳩町小吉田２－１１－３常　勤:    1 その他 現存
     ２ (薬       1) 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  271050,032,1 ハヤト薬局 〒636-0152 0745-44-9135辻井　幸世 辻井　幸世 平30. 1. 1調剤 薬局
     生薬32 生駒郡斑鳩町龍田２－３－１０ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  272050,111,3 さんごう薬局 〒636-0822 0745-33-3886ビックリー株式会社　坂本　知代 平11. 9. 1調剤 薬局
     生薬111 生駒郡三郷町立野南１－２４－１常　勤:    1代表取締役　保井　芳 新規 現存
     ６メゾン前田１０５号 (薬       1)昭 平29. 9. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  273050,117,0 たんぽぽ薬局三室店 〒636-0802 0745-73-4711たんぽぽ薬局株式会社図師　智子 平14.11. 1調剤 薬局
     生薬117 生駒郡三郷町三室一丁目５２９番常　勤:    6　代表取締役　松野　 新規 現存
     地 (薬       6)英子 平26.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  274050,118,8 こじか薬局斑鳩店 〒636-0103 0745-75-4700株式会社メディカルア塚尾　早智子 平15.10. 6調剤 薬局
     生薬118 生駒郡斑鳩町幸前二丁目２番１３常　勤:    1ドバンス　取締役　深 新規 現存
     号 (薬       1)井　和浩 平27.10. 6
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  275050,120,4 モリタ薬局 〒636-0911 0745-45-7770株式会社モリタ　代表三上　斗支子 平16.10. 1調剤 薬局
     生薬120 生駒郡平群町椿井７３４－１ 常　勤:    1取締役　森田　能光 新規 現存
     (薬       1) 平28.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  276050,121,2 メイプル薬局平群店 〒636-0904 0745-46-2170有限会社スリースター永田　哲彦 平17. 5. 2調剤 薬局
     生薬121 生駒郡平群町三里３８４番地の１常　勤:    5ズ　取締役　永田　哲 新規 現存
     (薬       5)彦 平29. 5. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  277050,123,8 サン薬局三郷店 〒636-0822 0745-31-4663株式会社関西メディコ渕　篤史 平17. 8. 1調剤 薬局
     生薬123 生駒郡三郷町立野南２－９－１２常　勤:    2　代表取締役　安井　 交代 現存
     (薬       2)将美 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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  278050,124,6 サン薬局平群店 〒636-0905 0745-45-3490株式会社関西メディコ烏野　和子 平17. 8. 1調剤 薬局
     生薬124 生駒郡平群町上庄１－１４－１２常　勤:    4　代表取締役　安井　 交代 現存
     (薬       4)将美 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  279050,125,3 サン薬局東山店 〒636-0906 0745-45-0390株式会社関西メディコ大西　昭子 平17. 8. 1調剤 薬局
     生薬125 生駒郡平群町菊美台１－７－５ 常　勤:    2　代表取締役　安井　 交代 現存
     (薬       2)将美 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  280050,127,9 サン薬局法隆寺店 〒636-0123 0745-74-2335株式会社関西メディコ秀田　尚良 平18. 4. 1調剤 薬局
     生薬127 生駒郡斑鳩町興留５－１５－１９常　勤:    2　代表取締役　安井　 新規 現存
     (薬       2)将美 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  281050,128,7 コスモス薬局 〒636-0154 0745-74-6318ビックリー株式会社　雑賀　弘美 平18. 4. 3調剤 薬局
     生薬128 生駒郡斑鳩町龍田西４丁目７番１常　勤:    2代表取締役　保井　芳 移動 現存
     ０号 (薬       2)昭 平30. 4. 3
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  282050,130,3 サン薬局　三室店 〒636-0811 0745-32-5410株式会社関西メディコ松岡　歩 平18.10. 1調剤 薬局
     生薬130 生駒郡三郷町勢野東６－１５－２常　勤:    5　代表取締役　安井　 新規 現存
     １ (薬       5)将美 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  283050,133,7 サン薬局法隆寺北店 〒636-0123 0745-75-7722株式会社関西メディコ有山　祐子 平20. 4. 1調剤 薬局
     生薬133 生駒郡斑鳩町興留５－１－３２ 常　勤:    2　代表取締役　安井　 新規 現存
     (薬       2)将美 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  284050,134,5 さんごうファミリー薬〒636-0822 0745-72-4193株式会社メディカルハ森本　明日香 平20. 5. 1調剤 薬局
     生薬134 局 生駒郡三郷町立野南２丁目８－１常　勤:    3ーモニー　代表取締役 新規 現存
     ２　和栄ビル１階 (薬       3)　北田　明義 平26. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  285050,136,0 サン薬局三里店 〒636-0933 0745-45-8801株式会社関西メディコ天野　清明 平20.11. 1調剤 薬局
     生薬136 生駒郡平群町下垣内７０－１ 常　勤:    2　代表取締役　安井　 新規 現存
     (薬       2)将美 平26.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  286050,140,2 さかもと薬局　平群店〒636-0933 0745-46-3377株式会社アール・エス笹西　丈仁 平22. 5. 6調剤 薬局
     生薬140 生駒郡平群町大字下垣内１３１－常　勤:    3　代表取締役　竹村　 移動 現存
     １ (薬       3)佳久秀 平28. 5. 6
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  287050,142,8 かおり薬局 〒636-0811 0745-33-2967株式会社エンブレイス 平22. 9. 1調剤 薬局
     生薬142 生駒郡三郷町勢野東４－１４－２常　勤:    1　代表取締役　杉村　 組織変更 現存
     (薬       1)好唯 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  288050,143,6 薬局シギ 〒636-0154 0745-70-1520有限会社　シギ・ファ竹氏　加代子 平23. 6. 1調剤 薬局
     生薬143 生駒郡斑鳩町龍田西８－５－９ 常　勤:    1ーマシー　代表取締役 交代 現存
     (薬       1)　片山　純 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  289050,144,4 あをによし薬局 〒636-0122 0745-43-5037有限会社　前田メディ前田　代淳 平26. 9. 1調剤 薬局
     生薬144 生駒郡斑鳩町阿波２丁目５番２号常　勤:    1カル　代表取締役　前 新規 現存
     (薬       1)田　代淳 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  290050,145,1 アート薬局 〒636-0123 0745-74-6617株式会社共栄ファーマ胡内　マリ子 平30. 4. 1調剤 薬局
     生薬145 生駒郡斑鳩町興留４－１０－１６常　勤:    3シー　代表取締役　宇 組織変更 現存
     　野口ビル１階 (薬       3)野　光裕 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  291050,146,9 薬局いかるが調剤 〒636-0123 0745-74-4073株式会社共栄ファーマ藤田　正治 平30. 4. 1調剤 薬局
     生薬146 生駒郡斑鳩町興留７－２－１１ 常　勤:    2シー　代表取締役　宇 組織変更 現存
     (薬       2)野　光裕 平30. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  292070,020,2 杉田薬局 〒636-0343 07443(3)3154杉田　旬子 杉田　旬子 平元. 8.25 薬局
     磯薬20 磯城郡田原本町秦庄２９５ 常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平28. 8.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  293070,024,4 森田薬王堂薬局 〒636-0316 07443-3-5666森田　博 森田　博 平17. 2.20調剤 薬局
     磯薬24 磯城郡田原本町室町２０９－３ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平29. 2.20
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  294070,100,2 杉本薬局 〒636-0300 07443(2)2121有限会社杉本進誠堂薬杉本　賢一 平 5. 2. 1調剤 薬局
     磯薬100 磯城郡田原本町１９０－１ 常　勤:    4局　代表取締役　杉本 現存
     (薬       4)　賢一 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  295070,106,9 有限会社はしもと薬局〒636-0202 0745-44-2233有限会社はしもと薬局山田　慶子 平12.12.18調剤 薬局
     磯薬106 磯城郡川西町結崎５８４－９ 常　勤:    2　代表取締役　山田　 移動 現存
     (薬       2)慶子 平24.12.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  296070,108,5 サン薬局田原本中央店〒636-0302 0744-32-0018株式会社関西メディコ井上　有里 平17. 8. 1調剤 薬局
     磯薬108 磯城郡田原本町宮古３５３－１ 常　勤:    2　代表取締役　安井　 交代 現存
     (薬       2)将美 平29. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  297070,109,3 有限会社メジロ薬局宮〒636-0302 0744-34-0022有限会社メジロ薬局　尾﨑　久子 平20. 2. 1調剤 薬局
     磯薬109 古店 磯城郡田原本町宮古３５５の３ 常　勤:    2代表取締役　岩井　克 新規 現存
     (薬       2)之 平26. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  298070,110,1 えふ南薬局 〒636-0304 0744-32-7887株式会社エフメディカ田中　正三 平24. 7. 1 薬局
     磯薬110 磯城郡田原本町十六面２９－１ 常　勤:    1ル　代表取締役　福本 新規 現存
     (薬       1)　雄樹 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  299070,112,7 保津西薬局 〒636-0303 0744-33-3700有限会社エスアンドイ久保　満照 平27.12. 1調剤 薬局
     磯薬112 磯城郡田原本町保津２９２－１ 常　勤:    1ー　代表取締役　志熊 新規 現存
     (薬       1)　理史 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  300070,113,5 ウエルシア薬局　磯城〒636-0246 0744-34-5585ウエルシア薬局株式会楠　佳修 平29. 2. 1調剤 薬局
     磯薬113 田原本店 磯城郡田原本町千代１１０７番地常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平29. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  301070,114,3 アイ薬局　田原本店 〒636-0300 0744-34-6801株式会社ミック　代表辻　俊子 平30. 1. 1調剤 薬局
     磯薬114 磯城郡田原本町１３９－１ 常　勤:    2取締役　中川　春原 組織変更 現存
     (薬       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  302070,115,0 スギ薬局　田原本店 〒636-0247 0744-47-2650株式会社スギ薬局　代吉川　利彩 平30. 3. 1調剤 薬局
     磯薬115 磯城郡田原本町阪手３１４番地の常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     １ (薬       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  303080,014,3 ヤマト薬局 〒635-0087 0745-52-1551岩垣　桂 岩垣　桂 昭49.11. 1 薬局
     大薬14 大和高田市内本町９番５号 常　勤:    1 休止
     (薬       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  304080,023,4 ダイヨシ薬局　片塩店〒635-0085 0745(52)3433長谷川　敏代 長谷川　敏代 平 7.12. 1 薬局
     大薬23 大和高田市片塩町１４－３ 常　勤:    3 新規 現存
     (薬       3) 平28.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  305080,026,7 ダイヨシ薬局駅前店 〒635-0061 0745-25-6350長谷川　敏代 辰己　英 平13. 3. 1調剤 薬局
     大薬26 大和高田市礒野東町３－３ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平25. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  306080,028,3 パール薬局大谷店 〒635-0076 0745-23-7878辻元　宏之 辻元　宏之 平21. 4. 1調剤 薬局
     大薬28 大和高田市大谷５９８－１塚本ロ常　勤:    1 新規 現存
     ーズシャトー１階 (薬       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  307080,102,6 高田さくら薬局 〒635-0095 0745(22)5222株式会社　奈良医療　藤井　章代 平 7.12. 1調剤 薬局
     大薬102 大和高田市大中６４－３ 常　勤:    2代表取締役　中井　三 新規 現存
     (薬       2)能 平28.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  308080,106,7 アカイ薬局土庫店 〒635-0002 0745-52-0999有限会社スリージョイ保田　英彰 平10.11. 1調剤 薬局
     大薬106 大和高田市土庫１丁目１３－８ 常　勤:    2　代表取締役　赤井　 新規 現存
     (薬       2)喜三男 平28.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  309080,108,3 アカイ薬局 〒635-0085 0745-52-4311有限会社アカイ　代表水本　みゆき 平10.11. 2調剤 薬局
     大薬108 大和高田市片塩町５－８ 常　勤:    2取締役　赤井　幸男 組織変更 現存
     (薬       2) 平28.11. 2
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  310080,109,1 ハロー高田南薬局 〒635-0055 0745-23-1898有限会社ハロー健康堂小迫　一代 平13.11. 1調剤 薬局
     大薬109 大和高田市曽大根１－１９９－１常　勤:    3薬局　代表取締役　島 組織変更 現存
     (薬       3)岡　俊雄 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  311080,113,3 なごみ薬局 〒635-0051 0745-24-6033有限会社なごみ薬局　木村　俊文 平16.10. 1調剤 薬局
     大薬113 大和高田市根成柿１７４番地４ 常　勤:    2代表取締役　東川　満 組織変更 現存
     (薬       2)智子 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  312080,114,1 サン薬局高田東店 〒635-0083 0745-22-9400株式会社関西メディコ山崎　宏文 平17. 8. 1調剤 薬局
     大薬114 大和高田市永和町９－４５ 常　勤:    2　代表取締役　安井　 交代 現存
     (薬       2)将美 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  313080,118,2 クオール薬局　大和高〒635-0034 0745-24-7346クオール株式会社　代吉川　摩耶 平19.10. 1調剤 薬局
     大薬118 田店 大和高田市東三倉堂町８番１３号常　勤:    1表取締役　中村　敬 交代 現存
     (薬       1) 平25.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  314080,119,0 フロンティア薬局　大〒635-0015 0745-25-3300株式会社フロンティア馬野　ひろみ 平20. 5. 1調剤 薬局
     大薬119 和高田店 大和高田市幸町３－１８　オーク常　勤:    7　代表取締役　重森　 交代 現存
     タウン６Ｆ (薬       7)裕之 平26. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  315080,120,8 高田よつば薬局 〒635-0002 0745-51-7718株式会社　ふたばふた坂本　剛 平21. 2. 1調剤 薬局
     大薬120 大和高田市土庫１－３－２０ 常　勤:    3ば　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       3)　剛 平27. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  316080,122,4 なの花薬局　かすが店〒635-0067 0745-22-0105株式会社共栄ファーマ福田　幸代 平22. 1. 1調剤 薬局
     大薬122 大和高田市春日町２－１－６０ 常　勤:    2シー　代表取締役　宇 交代 現存
     (薬       2)野　光裕 平28. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  317080,123,2 なの花薬局　高田駅前〒635-0082 0745-23-0505株式会社共栄ファーマ井澤　晃 平22. 1. 1調剤 薬局
     大薬123 店 大和高田市本郷町２－２ 常　勤:    2シー　代表取締役　宇 交代 現存
     (薬       2)野　光裕 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  318080,124,0 すずらん薬局　高田店〒635-0094 0745-25-1015株式会社クカメディカ西川　裕子 平25. 8. 1調剤 薬局
     大薬124 大和高田市礒野北町６－５ 常　勤:    4ル　代表取締役　宗本 交代 現存
     (薬       4)　美嘉子 平25. 8. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  319080,125,7 ファミリー調剤薬局今〒635-0031 0745-24-5400株式会社オーエムジャ小林　通久 平27. 3. 1調剤 薬局
     大薬125 里店 大和高田市今里町５－２８ 常　勤:    2パン　代表取締役　森 新規 現存
     (薬       2)　文彦 平27. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  320080,126,5 アカイ薬局大中店 〒635-0092 0745-43-8266有限会社アカイ　代表阪口　正治 平27.10. 1 薬局
     大薬126 大和高田市大中南町３－７０ 常　勤:    1取締役　赤井　幸男 新規 現存
     (薬       1) 平27.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  321080,127,3 サン薬局　高田南店 〒635-0051 0745-21-2101株式会社　関西メディ中谷　 司 平28. 6. 1調剤 薬局
     大薬127 大和高田市根成柿１７４－２ 常　勤:    1コ　代表取締役　安井 新規 現存
     (薬       1)　将美 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  322080,128,1 メイプル薬局　築山な〒635-0076 0745-49-0755株式会社グランツリー宇野　敏志 平29. 2. 1調剤 薬局
     大薬128 んごう店 大和高田市大谷７５８－８０ 常　勤:    2　代表取締役　宇野　 新規 現存
     (薬       2)敏志 平29. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  323080,129,9 あおば薬局 〒635-0022 0745-23-6003一般社団法人奈良保健北岡　由起 平29. 4. 1調剤 薬局
     大薬129 大和高田市日之出町１１－１０ 常　勤:   12共同企画　代表理事　 組織変更 現存
     (薬      12)藤田　憲一 平29. 4. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  324080,130,7 サン薬局　高田店 〒635-0094 0745-21-1030株式会社関西メディコ橋本　恭子 平29.12. 1調剤 薬局
     大薬130 大和高田市礒野北町６－６ 常　勤:    3　代表取締役　安井　 新規 現存
     (薬       3)將美 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  325090,004,2 株式会社中川天理薬局〒632-0015 07436(2)0129株式会社中川天理薬局中川　純利 昭32.10.15調剤 薬局
     天薬4 天理市三島町５８４ 常　勤:    1　代表取締役　中川　 現存
     (薬       1)純利 平29.10.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  326090,011,7 株式会社天理薬局 〒632-0016 07436(2)0104株式会社天理薬局　代石田　伸江 昭49.11. 1調剤 薬局
     天薬11 天理市川原城町１１２の２ 常　勤:    3表取締役　石田　伸江 現存
     (薬       3) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  327090,014,1 株式会社神田大薬局 〒632-0004 07436(5)0393株式会社神田大薬局　西村　豊 昭51.11. 1 薬局
     天薬14 天理市櫟本町２４００番地　 常　勤:    1代表取締役　神田　和 現存
     (薬       1)正 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  328090,017,4 ニシダ薬局 〒632-0016 07436(3)3885西田　育代 西田　育代 昭57. 8. 1 薬局
     天薬17 天理市川原城町７８９の２ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平24. 8. 1
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  329090,019,0 シャトー薬局 〒632-0015 07436(3)1597城　巌 城　巌 平 6. 4. 1調剤 薬局
     天薬19 天理市三島町１８１ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  330090,023,2 みずの薬局 〒632-0093 0743-63-2352水野　東子 水野　東子 平12. 7. 1調剤 薬局
     天薬23 天理市指柳町２５２－２ 常　勤:    2 移動 現存
     (薬       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  331090,024,0 きむら薬局 〒632-0052 0743-66-3880木村　眞弓 木村　眞弓 平15. 7. 1調剤 薬局
     天薬24 天理市柳本町１９６－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  332090,025,7 ふじ薬局天理店 〒632-0072 0743-63-6330藤本　要江 久保　将隆 平17. 4. 1調剤 薬局
     天薬25 天理市富堂町１４７－２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  333090,026,5 かなめ薬局 〒632-0034 0743-63-2030楠本　真也 楠本　真也 平30. 2. 1調剤 薬局
     天薬26 天理市丹波市町２７４－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  334090,108,1 浦西薬局 〒632-0016 0743-62-3456有限会社浦西薬品　代浦西　重 平10.11. 1調剤 薬局
     天薬108 天理市川原城町２４６番地 常　勤:    1表取締役　浦西　幸代 新規 現存
     (薬       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  335090,113,1 プラス薬局 〒632-0016 0743-62-7030有限会社アポブレーン小林　昌寿 平13. 3. 1調剤 薬局
     天薬113 天理市川原城町２７５－１松尾ビ常　勤:    1センター　代表取締役 移動 現存
     ル１Ａ (薬       1)　齊田　良明 平25. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  336090,117,2 たんぽぽ薬局富堂店 〒632-0072 0743-62-2571たんぽぽ薬局株式会社吉澤　佳代子 平14. 7. 1調剤 薬局
     天薬117 天理市富堂町３２０番１１ 常　勤:    1　代表取締役　松野　 新規 現存
     (薬       1)英子 平26. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  337090,126,3 サン薬局天理西店 〒632-0072 0743-62-7076株式会社関西メディコ長野　友香 平17. 8. 1調剤 薬局
     天薬126 天理市富堂町３２０－５ 常　勤:    3　代表取締役　安井　 交代 現存
     (薬       3)将美 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  338090,128,9 サン薬局丹波市店 〒632-0034 0743-62-5644株式会社関西メディコ田中　秀明 平17. 8. 1調剤 薬局
     天薬128 天理市丹波市町３０３－９ 常　勤:    4　代表取締役　安井　 交代 現存
     (薬       4)将美 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  339090,131,3 サン薬局天理東店 〒632-0006 0743-65-3520株式会社関西メディコ西垣　賢 平17. 8. 1調剤 薬局
     天薬131 天理市蔵之庄町４７０－６ 常　勤:   10　代表取締役　安井　 交代 現存
     (薬      10)将美 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  340090,132,1 カイセイ薬局 〒632-0018 0743-62-4520株式会社育星会　代表川﨑　明子 平18. 1. 1調剤 薬局
     天薬132 天理市別所町１１－１ 常　勤:    1取締役　飯田　彰 新規 現存
     (薬       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  341090,133,9 オカダ薬局 〒632-0016 0743-62-6135有限会社アクセス　代岡田　光生 平18. 2. 1調剤 薬局
     天薬133 天理市川原城町３７７番地 常　勤:    2表取締役　岡田　光生 新規 現存
     (薬       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  342090,135,4 サン薬局天理南店 〒632-0075 0743-63-2270株式会社関西メディコ小倉　章宏 平19. 9. 1調剤 薬局
     天薬135 天理市西井戸堂町４５５－２ 常　勤:    3　代表取締役　安井　 新規 現存
     (薬       3)将美 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  343090,137,0 スギ薬局　天理店 〒632-0094 0743-68-1101株式会社スギ薬局　代尾下　宜民 平20. 9. 1調剤 薬局
     天薬137 天理市前栽町９８－１ 常　勤:    1表取締役　 原　栄一 交代 現存
     (薬       1) 平26. 9. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  344090,139,6 エース薬局 〒632-0093 0743-87-9350株式会社　ノチオカフ後岡　伸爾 平21. 8. 1調剤 薬局
     天薬139 天理市指柳町３１１－２ 常　勤:    1ァーマシー　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　後岡　伸爾 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  345090,140,4 サン薬局　天理本通店〒632-0016 0743-83-1270株式会社　関西メディ小林　貴大 平26. 2. 1調剤 薬局
     天薬140 天理市川原城町６９８ 常　勤:    4コ　代表取締役　安井 新規 現存
     (薬       4)　将美 平26. 2. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  346090,141,2 めぐみ薬局　天理店 〒632-0007 0743-65-5526株式会社　アスクレー大橋　由理 平26. 4. 1調剤 薬局
     天薬141 天理市森本町１０－５ 常　勤:    2　代表取締役　三澤　 新規 現存
     (薬       2)めぐみ 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  347090,143,8 ひまわり薬局 〒632-0006 0743-68-4511グリーンファーマシー奥谷　静子 平26.10. 1調剤 薬局
     天薬143 天理市蔵之庄町４６９－５ 常　勤:    2株式会社　代表取締役 その他 現存
     (薬       2)　古川　健一郎 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  348090,144,6 サン薬局　天理中央店〒632-0016 0743-62-3380株式会社　関西メディ巽　清 平26.11. 1調剤 薬局
     天薬144 天理市川原城町７５９－１０４ 常　勤:    3コ　代表取締役　安井 移動 現存
     (薬       3)　将美 平26.11. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  349090,145,3 サン薬局　憩北店 〒632-0018 0743-62-1573株式会社　関西メディ尾西　泰世 平27. 2. 1調剤 薬局
     天薬145 天理市別所町９－１ 常　勤:    3コ　代表取締役　安井 移動 現存
     (薬       3)　将美 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  350090,146,1 センザイ薬局 〒632-0078 0743-62-9977株式会社　ノチオカフ森　幸子 平27. 4. 1調剤 薬局
     天薬146 天理市杉本町２８２－３ 常　勤:    2ァーマシー　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　後岡　伸爾 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  351090,147,9 ココカラファイン薬局〒632-0035 0743-63-5777株式会社ココカラファ梅本　修平 平28. 8. 1調剤 薬局
     天薬147 　天理店 天理市守目堂町１０５－１ 常　勤:    1インヘルスケア　代表 新規 現存
     (薬       1)取締役　塚本　厚志 平28. 8. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  352090,148,7 木のうた薬局　櫟本店〒632-0004 0743-61-5236株式会社ファーマシー畚野　純 平30. 6. 1調剤 薬局
     天薬148 天理市櫟本町７４３－２ 常　勤:    1木のうた　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　小林　元樹 平30. 6. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
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  353120,023,6 太田薬局 〒634-0045 太田　啓子 太田　啓子 昭49.11. 1 薬局
     橿薬23 橿原市石川町２９７の１ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  354120,035,0 大竹薬局 〒634-0077 07442(2)2148大木　保雄 大木　保雄 昭63. 6. 1 薬局
     橿薬35 橿原市南八木町３丁目１－１ 常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  355120,038,4 沢井薬局 〒634-0078 07442(2)2151澤井　宏純 澤井　宏純 平元.12.13 薬局
     橿薬38 橿原市八木町２－３－３１ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平28.12.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  356120,045,9 えびす薬局 〒634-0046 0744-23-4686森田　武毅 森田　武毅 平 9.11. 1 薬局
     橿薬45 橿原市栄和町２３の１番地 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  357120,053,3 キャロット薬局明日香〒634-0044 0744-26-6699藤本　逸子 阪口　久美子 平16.10. 1調剤 薬局
     橿薬53 店 橿原市大軽町１１８－１８ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  358120,056,6 はる薬局 〒634-0012 0744-22-6860畠野　尚哉 池田　玲子 平25.11. 1 薬局
     橿薬56 橿原市膳夫町４７７－１８ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平25.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  359120,057,4 ヨシダ薬局 〒634-0006 0744-22-2525吉田　昭裕 吉田　幸世 平28. 6. 3調剤 薬局
     橿薬57 橿原市新賀町２２４－２ 常　勤:    2 交代 現存
     (薬       2) 平28. 6. 3
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  360120,058,2 澤井薬局 〒634-0812 0744-22-2079澤井　淳子 澤井　穣司 平28. 9. 5調剤 薬局
     橿薬58 橿原市今井町１－１１－８ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平28. 9. 5
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  361120,059,0 ベリー薬局 〒634-0007 0744-47-3499株式会社キャロットフ関本　真弥 平28.12. 1調剤 薬局
     橿薬59 橿原市葛本町３６５－２１ 常　勤:    2ァーマシーズ　代表取 組織変更 現存
     (薬       2)締役　藤本　典久 平28.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  362120,100,2 森田草楽堂薬局 〒634-0078 07442(4)2701株式会社森田草楽堂　 川　和憲 平 2. 6.11調剤 薬局
     橿薬100 橿原市八木町１丁目６番１号 常　勤:    1代表取締役社長　森田 現存
     (薬       1)　修平 平29. 6.11
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  363120,115,0 くるみ薬局 〒634-0005 0744-26-0067有限会社幸メディカル裏西　良衣 平10.11. 2調剤 薬局
     橿薬115 橿原市北八木町３丁目１－６ 常　勤:    2　代表取締役　吉田　 新規 現存
     (薬       2)幸世 平28.11. 2
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  364120,118,4 コトブキ薬局橿原店 〒634-0045 0744-26-1924株式会社阪神調剤薬局梅垣　恭子 平11. 2. 1調剤 薬局
     橿薬118 橿原市石川町８２番地 常　勤:    4　代表取締役　岩崎　 新規 現存
     (薬       4)壽毅 平29. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  365120,123,4 オリーブ薬局 〒634-0064 0744-28-5522株式会社　メディカル北村　美都子 平12. 3. 1調剤 薬局
     橿薬123 橿原市見瀬町１１－７ 常　勤:    3一光　代表取締役　野 交代 現存
     (薬       3)間　誠司 平30. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  366120,132,5 きりん薬局 〒634-0004 0744-20-2244有限会社メディカルア中川　巌 平15. 3. 1調剤 薬局
     橿薬132 橿原市木原町２５－３ 常　勤:    1シスト　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       1)山原　邦信 平27. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  367120,134,1 ココカラファイン薬局〒634-0006 0744-29-2060株式会社ココカラファ大西　味里 平15. 4.14調剤 薬局
     橿薬134 　八木店 橿原市新賀町４６８ 常　勤:    1イン　ヘルスケア　代 移動 現存
     (薬       1)表取締役　塚本　厚志 平27. 4.14
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  368120,136,6 杉本薬局 〒634-0076 0744-22-9606有限会社杉本薬局　代杉本　賢司 平15.12. 1調剤 薬局
     橿薬136 橿原市兵部町７－１４ 常　勤:    2表取締役　杉本　賢司 交代 現存
     (薬       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  369120,137,4 すぎもと薬局 〒634-0811 0744-20-0075有限会社杉本薬局　代杉本　節子 平15.12. 1調剤 薬局
     橿薬137 橿原市小綱町１２－９ 常　勤:    1表取締役　杉本　賢司 組織変更 現存
     (薬       1) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  370120,140,8 コトブキ薬局八木店 〒634-0004 0744-21-8522株式会社阪神調剤薬局尾崎　壮司 平16. 4. 1調剤 薬局
     橿薬140 橿原市木原町３１番３５号 常　勤:    3　代表取締役　岩崎　 新規 現存
     (薬       3)壽毅 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  371120,146,5 明日香薬局 〒634-0045 0744-26-1022有限会社オリオンドラ中村　未里子 平17. 6. 1調剤 薬局
     橿薬146 橿原市石川町８０ 常　勤:    4ッグ薬局　代表取締役 新規 現存
     (薬       4)　島岡　勇介 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  372120,147,3 きらら薬局橿原南店 〒634-0044 0744-28-5752有限会社アドバンスエ鈴木　真理 平17. 8. 1調剤 薬局
     橿薬147 橿原市大軽町１２３番地の１ 常　勤:    2ージェント　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　内本　武史 平29. 8. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  373120,148,1 サン薬局新ノ口店 〒634-0803 0744-24-6220株式会社関西メディコ橋本　貴至 平17. 8. 1調剤 薬局
     橿薬148 橿原市上品寺町３８０－２３ 常　勤:    1　代表取締役　安井　 交代 現存
     (薬       1)将美 平29. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  374120,150,7 サン薬局八木駅前店 〒634-0804 0744-26-0001株式会社関西メディコ 田　理紗子 平17. 8. 1調剤 薬局
     橿薬150 橿原市内膳町５－２－３０　ＯＪ常　勤:    6　代表取締役　安井　 交代 現存
     ビル (薬       6)将美 平29. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  375120,151,5 サン薬局真菅店 〒634-0831 0744-25-0488株式会社関西メディコ松本　光弘 平17. 8. 1調剤 薬局
     橿薬151 橿原市曽我町１０６３－６ 常　勤:    1　代表取締役　安井　 交代 現存
     (薬       1)将美 平29. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  376120,153,1 サン薬局坊城店 〒634-0835 0744-29-3343株式会社関西メディコ山田　博司 平17. 8. 1調剤 薬局
     橿薬153 橿原市東坊城町８４８－７ 常　勤:    2　代表取締役　安井　 交代 現存
     (薬       2)将美 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  377120,156,4 ココカラファイン薬局〒634-0804 0744-20-1651株式会社ココカラファ中島　麻衣子 平17.12. 1調剤 薬局
     橿薬156 　八木駅前店 橿原市内膳町１丁目１－５ 常　勤:    1イン　ヘルスケア　代 新規 現存
     (薬       1)表取締役　塚本　厚志 平29.12. 1
     非常勤:   20
     (薬      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  378120,157,2 サン薬局神宮東店 〒634-0063 0744-28-2577株式会社関西メディコ山口　真央 平18. 1. 1調剤 薬局
     橿薬157 橿原市久米町６５０－１ 常　勤:    2　代表取締役　安井　 新規 現存
     (薬       2)将美 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  379120,158,0 さかえ薬局 〒634-0063 0744-28-4193有限会社さかえ　代表木田　安彦 平18. 3. 1調剤 薬局
     橿薬158 橿原市久米町６１５番地　赤心ビ常　勤:    5取締役　木田　安彦 新規 現存
     ル１階 (薬       5) 平30. 3. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  380120,159,8 アオイ薬局 〒634-0051 0744-27-0838有限会社アオイ薬局　山田　三郎 平18. 5. 1調剤 薬局
     橿薬159 橿原市白橿町二丁目２９番８号 常　勤:    2代表取締役　山田　三 交代 現存
     (薬       2)郎 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  381120,160,6 サン薬局　医大前店 〒634-0076 0744-29-7893株式会社　関西メディ冨田　友紀 平18. 5. 1調剤 薬局
     橿薬160 橿原市兵部町６－１８ 常　勤:    3コ　代表取締役　安井 移動 現存
     (薬       3)　将美 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  382120,161,4 すみれ薬局 〒634-0804 0744-29-3851有限会社メディ　エヌ新居　徹 平18. 6.15調剤 薬局
     橿薬161 橿原市内膳町５－３－５コスモ大常　勤:    6　代表取締役　新居　 交代 現存
     和八木１－Ａ (薬       6)徹 平30. 6.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  383120,163,0 そうごう薬局　かしは〒634-0074 0744-20-1661総合メディカル株式会中島　摩衣子 平20. 1. 5調剤 薬局
     橿薬163 ら店 橿原市四分町２－１ 常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平26. 1. 5
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  384120,168,9 マルマツ薬局 〒634-0813 0744-25-4193株式会社マルマツ　代福田　智美 平20. 9. 1調剤 薬局
     橿薬168 橿原市四条町８２３－３ 常　勤:    3表取締役　金田　元吉 移動 現存
     (薬       3) 平26. 9. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  385120,169,7 エムハート薬局　くず〒634-0007 0744-21-7570株式会社　ミック　代庄司　康剛 平21. 5. 1調剤 薬局
     橿薬169 もと店 橿原市葛本町７０７－９ 常　勤:    2表取締役　中川　春原 新規 現存
     (薬       2) 平27. 5. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  386120,170,5 ますが薬局 〒634-0845 0744-22-0475株式会社　ますが薬局曽和　恭子 平21. 9.18調剤 薬局
     橿薬170 橿原市中曽司町１７８－３ 常　勤:    2　代表取締役　曽和　 移動 現存
     (薬       2)伸泰 平27. 9.18
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  387120,171,3 日本調剤　橿原薬局 〒634-0076 0744-20-1866日本調剤株式会社　代桝本　千尋 平22. 4. 1調剤 薬局
     橿薬171 橿原市兵部町７－１５ 常　勤:    2表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       2) 平28. 4. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  388120,173,9 サン薬局　八木店 〒634-0804 0744-29-7081株式会社関西メディコ安田　雅一 平23. 4. 1調剤 薬局
     橿薬173 橿原市内膳町４－４３－６ 常　勤:    2　代表取締役　安井　 移動 現存
     (薬       2)将美 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  389120,174,7 このは薬局　五井店 〒634-0832 0744-25-3993有限会社サンスプリン仲川　大悠 平24. 4. 1調剤 薬局
     橿薬174 橿原市五井町２５５－１ 常　勤:    1グ　代表取締役　永田 新規 現存
     (薬       1)　武 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  390120,175,4 スマイル薬局真菅店 〒634-0843 0744-47-3178ビックリー株式会社　和田　昌子 平24. 9. 1 薬局
     橿薬175 橿原市北妙法寺町５６３－２ 常　勤:    1代表取締役　保井　芳 新規 現存
     (薬       1)昭 平24. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  391120,176,2 このは薬局　白橿店 〒634-0051 0744-28-3993有限会社サンスプリン深井　利光 平25. 8. 1調剤 薬局
     橿薬176 橿原市白橿町２－２２１１－１－常　勤:    3グ　代表取締役　永田 新規 現存
     １０２ (薬       3)　武 平25. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  392120,177,0 サン薬局　八木北店 〒634-0803 0744-68-0950株式会社　関西メディ桝井　亮佑 平25. 9. 1 薬局
     橿薬177 橿原市上品寺町２０４－１ 常　勤:    2コ　代表取締役　安井 その他 現存
     (薬       2)　将美 平25. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  393120,178,8 オレンジ薬局　橿原神〒634-0063 0744-51-0855株式会社　プチファー近藤　壽哉 平25.11. 1調剤 薬局
     橿薬178 宮店 橿原市久米町６５４　１階 常　勤:    1マシスト　代表取締役 交代 現存
     (薬       1)　柳生美江 平25.11. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  394120,179,6 堀本薬局 〒634-0804 0744-22-3453株式会社堀本薬局　代堀本　佳世子 平25.12. 1調剤 薬局
     橿薬179 橿原市内膳町５丁目１－１６ 常　勤:    1表取締役　堀本　佳世 組織変更 現存
     (薬       1)子 平25.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  395120,180,4 橿神ウエストゲート薬〒634-0063 0744-27-3991ＳｙｎｅｒｇｙＭａｎ増田　珠子 平26. 2. 1調剤 薬局
     橿薬180 局 橿原市久米町５６９番地　ヒロタ常　勤:    3ａｇｅｍｅｎｔ株式会 新規 現存
     ウエストゲート神宮前１階１０２(薬       3)社　代表取締役社長　 平26. 2. 1
     号 非常勤:    3上　佳宏
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  396120,181,2 ドクトル薬局 〒634-0078 0744-20-3318有限会社ネオドクトル 本　 子 平26. 3. 1調剤 薬局
     橿薬181 橿原市八木町１丁目７－５ 常　勤:    1　代表取締役　岡村　 新規 現存
     (薬       1)佳彦 平26. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  397120,182,0 ひかり薬局 〒634-0004 0744-21-7688有限会社エム・エム・髙垣　俊藏 平26. 7.22調剤 薬局
     橿薬182 橿原市木原町２０４－１ 常　勤:    4ケー　取締役　永井　 移動 現存
     (薬       4)清女 平26. 7.22
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  398120,183,8 コスモファーマ薬局　〒634-0003 0744-24-2683株式会社コスモファー福田　光代 平26.10. 1調剤 薬局
     橿薬183 常盤町店 橿原市常盤町４４０番地の１６ 常　勤:    1マ大阪　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)藤田　愛里 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  399120,184,6 きらら薬局　医大前店〒634-0076 0744-29-0093有限会社　アドバンス吉田　喜美子 平26.11. 2調剤 薬局
     橿薬184 橿原市兵部町７番２号 常　勤:    5エージェント　代表取 移動 現存
     (薬       5)締役　内本　武史 平26.11. 2
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  400120,187,9 スギ薬局橿原真菅店 〒634-0843 0744-47-3275株式会社　スギ薬局　南田　純男 平27. 7. 1調剤 薬局
     橿薬187 橿原市北妙法寺町５５５番地の１常　勤:    1代表取締役　 原　栄 新規 現存
     (薬       1)一 平27. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  401120,188,7 久米クロスポイント薬〒634-0063 0744-47-4380ＳｙｎｅｒｇｙＭａｎ前川　友美 平27.12. 1調剤 薬局
     橿薬188 局 橿原市久米町５６７番地の２　信常　勤:    1ａｇｅｍｅｎｔ株式会 新規 現存
     和ビル１階 (薬       1)社　代表取締役　上　 平27.12. 1
     非常勤:    2佳宏
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  402120,189,5 橿原調剤薬局　市役所〒634-0078 0744-22-5283株式会社ひいらぎ　代杉本　敏 平28. 1. 1調剤 薬局
     橿薬189 前店 橿原市八木町１丁目７－３６ 常　勤:    1表取締役　平山　証一 新規 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  403120,190,3 イオン薬局イオンスタ〒634-0837 0744-25-8937イオンリテール株式会井山　拓海 平28. 3.22調剤 薬局
     橿薬190 イル橿原 橿原市曲川町７－２０－１　１Ｆ常　勤:    6社　代表取締役　岡崎 移動 現存
     (薬       6)　双一 平28. 3.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  404120,191,1 ときわ薬局 〒634-0003 0744-25-2125ＳｙｎｅｒｇｙＭａｎ呂　紅然 平28.11. 1調剤 薬局
     橿薬191 橿原市常盤町３４４－２ 常　勤:    1ａｇｅｍｅｎｔ株式会 交代 現存
     (薬       1)社　代表取締役社長　 平28.11. 1
     非常勤:    1上　佳宏
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  405120,192,9 神宮かがやき薬局 〒634-0063 0744-48-3250株式会社　ひいらぎ　佐藤　正幸 平29. 4. 1調剤 薬局
     橿薬192 橿原市久米町６６０－１ 常　勤:    1代表取締役　平山　証 新規 現存
     (薬       1)一 平29. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  406120,193,7 オリオンドラッグ薬局〒634-0064 0744-27-7067有限会社オリオンドラ島岡　俊雄 平30. 1. 1調剤 薬局
     橿薬193 橿原市見瀬町２３５８－４ 常　勤:    2ッグ薬局　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       2)　島岡　勇介 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  407120,194,5 エコ薬局　常盤店 〒634-0003 0744-20-2772株式会社エコファーマ 瀬　真由子 平30. 6. 1調剤 薬局
     橿薬194 橿原市常盤町５４０－１ 非常勤:    1ライズ　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1) 谷　健太 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  408130,008,5 西川栄敏堂薬局 〒639-2200 0745-62-2035西川　侒宏 西川　享 昭42.11. 1 薬局
     御薬8 御所市御所３４０番地 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  409130,016,8 回生堂薬局 〒639-2302 0745-63-2781田中　淸裕 田中　淸裕 平16. 6. 1調剤 薬局
     御薬16 御所市東松本１２６－４ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  410130,017,6 髙橋貫盛堂薬局 〒639-2200 0745-62-2209髙橋　恵美 髙橋　恵美 平25. 6.18調剤 薬局
     御薬17 御所市１２１３ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平25. 6.18
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  411130,101,8 たんぽぽ薬局御所店 〒639-2200 0745-63-2711たんぽぽ薬局株式会社中西　晴美 平14.11. 1調剤 薬局
     御薬101 御所市３９８番４、５ 常　勤:    3　代表取締役　松野　 新規 現存
     (薬       3)英子 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  412130,103,4 フロンティア薬局御所〒639-2200 0745-64-0151株式会社フロンティア中西　佐江 平15. 1.27調剤 薬局
     御薬103 店 御所市４７３番地の４ 常　勤:    3　代表取締役　重森　 新規 現存
     (薬       3)裕之 平27. 1.27
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  413130,104,2 さくら薬局御所 〒639-2200 0745-64-3500株式会社奈良医療　代竹林　伸 平15. 2. 1調剤 薬局
     御薬104 御所市４７７－３ 常　勤:    1表取締役　中井　三能 新規 現存
     (薬       1) 平27. 2. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  414130,105,9 サン薬局御所南店 〒639-2316 0745-66-2188株式会社関西メディコ新宮　伸佳 平17. 8. 1調剤 薬局
     御薬105 御所市西寺田１４５－２ 常　勤:    1　代表取締役　安井　 交代 現存
     (薬       1)将美 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  415130,107,5 サン薬局　御所店 〒639-2306 0745-64-2200株式会社　関西メディ増富　里江 平25.12. 1調剤 薬局
     御薬107 御所市　３９５－１ 常　勤:    3コ　代表取締役　安井 移動 現存
     (薬       3)将美 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  416140,016,6 薬肆市口堂 〒637-0041 07472(2)2117市口　香代 市口　香代 昭49.11. 1 薬局
     五薬16 五條市本町２丁目６－２ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  417140,018,2 吉村薬局 〒637-0042 0747(23)1489吉村　恵永子 吉村　恵永子 昭54.10. 1 薬局
     五薬18 五條市五條３丁目１－１ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  418140,019,0 南都薬局 〒637-0036 07472(2)2239池下　恵子 池下　治義 昭59. 4. 1調剤 薬局
     五薬19 五條市野原西２－９－３３ 常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  419140,024,0 さかうえ薬局 〒637-0014 07472-5-0865坂上　信弘 坂上　永津子 平10. 4. 1調剤 薬局
     五薬24 五條市住川町３４０－５ 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  420140,025,7 ほけん堂薬局今井店 〒637-0004 07472-5-2955北村　佳宏 北村　佳宏 平15. 4. 4調剤 薬局
     五薬25 五條市今井４丁目３番３号 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平27. 4. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  421140,100,8 うちの薬局 〒637-0042 07472-6-2677株式会社あきつしま　木村　友子 平 9.12. 1 薬局
     五薬100 五條市五條２丁目３７１－１　旭常　勤:    3代表取締役　木村　良 新規 現存
     創工ビル１階 (薬       3)太 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  422140,104,0 キリン堂薬局五條店 〒637-0004 0747-26-5510株式会社キリン堂　代公文　育実 平20.12. 1調剤 薬局
     五薬104 五條市今井１－１０－３８ 常　勤:    1表取締役　寺西　豊彦 新規 現存
     (薬       1) 平26.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  423140,106,5 すずらん薬局　五條店〒637-0036 0747-32-8110株式会社クカメディカ静間　理恵 平25. 8. 1調剤 薬局
     五薬106 五條市野原西５－１－１７ 常　勤:    1ル　代表取締役　宗本 交代 現存
     (薬       1)　美嘉子 平25. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  424150,019,7 福西薬局 〒636-0073 0745(72)7646福西　智佳代 福西　智佳代 昭47. 3.15調剤 薬局
     北薬19 北葛城郡河合町広瀬台３の６ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  425150,034,6 ファミリー薬局薬師堂〒636-0022 0745(73)7011酒井　祥夫 酒井　伸子 昭60.12. 2 薬局
     北薬34 北葛城郡王寺町明神４丁目１－２常　勤:    1 現存
     ２ (薬       1) 平27.12. 2
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  426150,049,4 ハタノ調剤薬局 〒639-0213 0745-71-3320畠野　尚哉 西浦　千賀 平15. 3. 1調剤 薬局
     北薬49 北葛城郡上牧町米山台二丁目－２常　勤:    3 新規 現存
     －８ (薬       3) 平27. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  427150,050,2 ヤスイ薬局 〒636-0003 0745-72-2146保井　伸介 保井　伴之 平20. 4. 1調剤 薬局
     北薬50 北葛城郡王寺町久度２－１２－２常　勤:    3 交代 現存
     (薬       3) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  428150,054,4 北摂調剤王寺駅前薬局〒636-0002 0745-34-1119北摂調剤株式会社　代長岡　弘 平29. 3. 1調剤 薬局
     北薬54 北葛城郡王寺町王寺二丁目６番１常　勤:    1表取締役　長岡　弘 新規 現存
     ２号　服部ビル３Ｆ (薬       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  429150,056,9 片岡台薬局 〒639-0201 0745-31-7800松本　聡 松本　泰江 平29.11. 1調剤 薬局
     北薬56 北葛城郡上牧町片岡台２－１３－常　勤:    2 交代 現存
     １６ (薬       2) 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  430150,101,3 株式会社はまもと薬局〒636-0002 0745(32)1008株式会社はまもと薬局濵本　眞理子 昭63.12. 1 薬局
     北薬101 北葛城郡王寺町王寺２丁目７－２常　勤:    1　代表取締役　濵本　 現存
     ０アルファビル（半地下１階） (薬       1)眞理子 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  431150,104,7 さくら調剤薬局 〒636-0001 0745-31-1027ビックリー株式会社　深井　七重 平 7. 4. 2 薬局
     北薬104 北葛城郡王寺町舟戸１丁目１－８常　勤:    3代表取締役　保井　芳 新規 現存
     (薬       3)昭 平28. 4. 2
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  432150,112,0 コトブキ薬局　王寺店〒636-0002 0745-32-5004株式会社阪神調剤薬局東川　昇平 平10. 4. 1調剤 薬局
     北薬112 北葛城郡王寺町王寺２－１０－１常　勤:    3　代表取締役　岩崎　 新規 現存
     ６ (薬       3)壽毅 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  433150,113,8 ピーター薬局 〒636-0002 0745-33-3500ビックリー株式会社　保井　芳昭 平10. 6. 1調剤 薬局
     北薬113 北葛城郡王寺町王寺２丁目８番１常　勤:    1代表取締役　保井　芳 新規 現存
     ９号 (薬       1)昭 平28. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  434150,114,6 星和台薬局 〒636-0081 0745-33-3423株式会社アトヘルス　福井　康至 平11. 4. 1調剤 薬局
     北薬114 北葛城郡河合町星和台１丁目９－常　勤:    2代表取締役　福井　康 新規 現存
     ５ (薬       2)至 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  435150,116,1 プリベイル株式会社　〒636-0002 0745-72-1588プリベイル株式会社　 井　梓 平11. 7. 1調剤 薬局
     北薬116 スギ薬局 北葛城郡王寺町王寺２丁目６－４常　勤:    2代表取締役　杉村好唯 組織変更 現存
     (薬       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  436150,117,9 スギ薬局王寺店 〒636-0002 0745-33-5504プリベイル株式会社　多田　好孝 平12. 4. 1調剤 薬局
     北薬117 北葛城郡王寺町王寺２－６－１ 常　勤:    1代表取締役　杉村　好 新規 現存
     (薬       1)唯 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  437150,118,7 ファーマシー木のうた〒635-0832 0745-54-2070株式会社ファーマシー石田　和美 平12. 5. 1調剤 薬局
     北薬118 薬局真美ヶ丘店 北葛城郡広陵町馬見中１－８－６常　勤:    1木のうた　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　小林　元樹 平30. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  438150,123,7 スマイル薬局りーべる〒636-0003 0745-73-3050ビックリー株式会社　新谷　幸子 平15. 8. 1調剤 薬局
     北薬123 王寺店 北葛城郡王寺町久度２丁目３－１常　勤:    5代表取締役　保井　芳 新規 現存
     りーべる王寺西館３０３－２ (薬       5)昭 平27. 8. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  439150,125,2 サン薬局王寺駅前店 〒636-0002 0745-32-8410株式会社関西メディコ中西　弥恵 平17. 8. 1調剤 薬局
     北薬125 北葛城郡王寺町王寺２－４－７ 常　勤:    4　代表取締役　安井　 交代 現存
     (薬       4)将美 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  440150,126,0 阪神調剤薬局　上牧店〒639-0212 0745-71-5086株式会社　阪神調剤薬新谷　優子 平18. 1. 1調剤 薬局
     北薬126 北葛城郡上牧町服部台５丁目２－常　勤:    5局　代表取締役　岩崎 新規 現存
     ２ (薬       5)　壽毅 平30. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  441150,127,8 スギ薬局星和台店 〒636-0081 プリベイル株式会社　 村　由香里 平18. 5. 1調剤 薬局
     北薬127 北葛城郡河合町星和台２－１－１常　勤:    1代表取締役　杉村　好 新規 現存
     ４ (薬       1)唯 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  442150,128,6 よつば薬局 〒639-0215 0745-51-2003株式会社ふたばふたば菅原　俊江 平18.11.17調剤 薬局
     北薬128 北葛城郡上牧町葛城台３丁目１２常　勤:    1　代表取締役　坂本　 新規 現存
     番２号 (薬       1)剛 平24.11.17
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  443150,130,2 スマイル薬局王寺店 〒636-0002 0745-51-2166ビックリー株式会社　山本　美和子 平19. 5. 1調剤 薬局
     北薬130 北葛城郡王寺町王寺２丁目２－１常　勤:    1代表取締役　保井　芳 新規 現存
     　栄和ビル１０３号 (薬       1)昭 平25. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  444150,131,0 江見薬局畠田 〒636-0021 0745-32-0778株式会社エミ　代表取中本　智子 平20. 4. 1調剤 薬局
     北薬131 北葛城郡王寺町畠田４－２５８－常　勤:    2締役　江見　政信 組織変更 現存
     ３ (薬       2) 平26. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  445150,132,8 スマイル薬局広瀬台店〒636-0073 0745-43-5347ビックリー株式会社　河 　稔 平23. 2. 1調剤 薬局
     北薬132 北葛城郡河合町広瀬台３－８－１常　勤:    1代表取締役　保井　芳 新規 現存
     ７ (薬       1)昭 平29. 2. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  446150,133,6 スマイル薬局元町店 〒636-0013 0745-43-5712ビックリー株式会社　亀井　真須美 平23. 4. 1調剤 薬局
     北薬133 北葛城郡王寺町元町２－２４７８常　勤:    2代表取締役　保井　芳 新規 現存
     (薬       2)昭 平29. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  447150,135,1 サン薬局　上牧西店 〒639-0214 0745-71-2211株式会社　関西メディ上島　恵美子 平23. 7. 1調剤 薬局
     北薬135 北葛城郡上牧町上牧５４４－１ 常　勤:    4コ　代表取締役　安井 新規 現存
     (薬       4)　将美 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  448150,137,7 鈴木薬局 〒635-0831 0745-55-5512株式会社　鈴木薬局　肥後　恵 平23. 8. 1調剤 薬局
     北薬137 北葛城郡広陵町馬見北２－３－１常　勤:    1代表取締役　鈴木　悦 組織変更 現存
     ８ (薬       1)子 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  449150,139,3 キリン堂薬局　上牧店〒639-0214 0745-71-3610株式会社　キリン堂　寺町　升良 平23.11. 1調剤 薬局
     北薬139 北葛城郡上牧町上牧３３９０－１常　勤:    1代表取締役　寺西　豊 新規 現存
     (薬       1)彦 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  450150,140,1 イオン薬局西大和店 〒636-0072 0745-41-8578イオンリテール株式会杉本　希和 平24. 1. 1調剤 薬局
     北薬140 北葛城郡河合町中山台２－７ 常　勤:    3社　代表取締役　岡崎 新規 現存
     (薬       3)　双一 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  451150,141,9 スマイル薬局　星和台〒636-0081 0745-34-1100ビックリー株式会社　上林　裕子 平24. 3. 1調剤 薬局
     北薬141 店 北葛城郡河合町星和台２－１－１常　勤:    1代表取締役　保井　芳 移動 現存
     ７ (薬       1)昭 平30. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  452150,143,5 鈴木薬局　箸尾店 〒635-0802 0745-56-5805株式会社鈴木薬局　代鈴木　悦子 平24. 4. 1調剤 薬局
     北薬143 北葛城郡広陵町的場１５２－１ 常　勤:    1表取締役　鈴木　悦子 新規 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  453150,144,3 サン薬局　上牧店 〒639-0214 0745-40-1100株式会社　関西メディ町田　一夫 平25. 3. 1 薬局
     北薬144 北葛城郡上牧町上牧２１７４－２常　勤:    5コ　代表取締役　安井 新規 現存
     (薬       5)　将美 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  454150,146,8 東洋薬局　河合店 〒636-0056 0745-58-3170株式会社ココカラファ鮫島　伸章 平25. 4. 1 薬局
     北薬146 北葛城郡河合町西山台５６８－１常　勤:    1イン　ヘルスケア　代 交代 現存
     －２ (薬       1)表取締役　塚本　厚志 平25. 4. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  455150,147,6 かりん薬局 〒636-0002 0745-33-0770株式会社バース　代表池嶋　美紀 平26. 4. 1調剤 薬局
     北薬147 北葛城郡王寺町王寺２－９－１５常　勤:    2取締役　池嶋　勝久 その他 現存
     ル・カーラビル１Ｆ (薬       2) 平26. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  456150,148,4 なの花薬局　奈良中山〒636-0072 0745-34-0786株式会社共栄ファーマ杉本　優香子 平26.10. 1調剤 薬局
     北薬148 台店 北葛城郡河合町中山台１－１－１常　勤:    1シー　代表取締役　宇 新規 現存
     (薬       1)野　光裕 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  457150,149,2 スマイル薬局　河合店〒636-0073 0745-72-3086ビックリー株式会社　和田　法子 平27. 9. 1調剤 薬局
     北薬149 北葛城郡河合町広瀬台３丁目３－常　勤:    2代表取締役　保井　芳 新規 現存
     ４ (薬       2)昭 平27. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  458150,150,0 スギ薬局奈良王寺店 〒636-0002 0745-44-3217株式会社　スギ薬局　大槻　伸太朗 平28. 8. 1調剤 薬局
     北薬150 北葛城郡王寺町王寺２－２－２０常　勤:    1代表取締役　 原　栄 新規 現存
     (薬       1)一 平28. 8. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  459150,151,8 みどり薬局 〒636-0054 0745-57-2110一般社団法人奈良保健竹下　安代 平29. 4. 1調剤 薬局
     北薬151 北葛城郡河合町穴闇８４－８ 常　勤:    2共同企画　代表理事　 組織変更 現存
     (薬       2)藤田　憲一 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  460150,152,6 リモケア薬局 〒635-0833 0745-43-8130株式会社ハンドメディ齋藤　ひろみ 平29.10. 1調剤 薬局
     北薬152 北葛城郡広陵町馬見南四丁目１番常　勤:    1カルサービス　代表取 新規 現存
     １９号 (薬       1)締役　齋藤　良行 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  461150,153,4 ココカラファイン薬局〒635-0825 0745-54-2220株式会社ココカラファ松井　浩一 平29.10. 1調剤 薬局
     北薬153 　イズミヤ広陵店 北葛城郡広陵町安部２３６－１－常　勤:    2インヘルスケア　代表 組織変更 現存
     ４ (薬       2)取締役　塚本　厚志 平29.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  462160,031,0 壷阪漢方堂薬局 〒635-0154 07445-2-2168阪本　憲生 阪本　憲生 平 7. 7. 1 薬局
     高薬31 高市郡高取町大字観覚寺１４６７常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  463160,101,1 たかとり薬局 〒635-0154 0744-52-5733有限会社大和赤玉堂　堀村　嘉子 平18. 4. 1調剤 薬局
     高薬101 高市郡高取町観覚寺１２７２－８常　勤:    1代表取締役　堀村　嘉 新規 現存
     (薬       1)子 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  464170,011,0 保命堂薬局 〒638-0301 07476(3)0012保中　ミチ子 保中　ミチ子 昭38.10.15調剤 薬局
     吉薬11 吉野郡天川村川合１１９ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  465170,029,2 中島安泰湯本舗中島寿〒638-0041 07475(2)2914中島　正欽 中島　奠代 昭63.11. 1 薬局
     吉薬29 玄薬局 吉野郡下市町大字下市４７０番地常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  466170,032,6 福田漢方薬局 〒639-3118 0746-32-4568福田　佳司 福田　佳司 平 9. 5.10 薬局
     吉薬32 吉野郡吉野町橋屋２５１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 5.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  467170,037,5 三並薬局 〒638-0003 0747-52-2278三並　正典 三並　伸子 平14.12. 1調剤 薬局
     吉薬37 吉野郡下市町善城５５４ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平26.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  468170,039,1 サワイ薬局 〒639-3111 0746-32-2676澤井　敏彦 澤井　敏彦 平19.11. 1調剤 薬局
     吉薬39 吉野郡吉野町上市２４３ 常　勤:    2 交代 現存
     (薬       2) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  469170,041,7 ふじ薬局　大淀店 〒638-0811 0747-54-2722藤本　康一 藤本　康一 平26. 4. 1調剤 薬局
     吉薬41 吉野郡大淀町土田３２０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  470170,042,5 あじさい薬局 〒638-0833 0747-54-3337中野　和孝 中野　和孝 平28. 4. 1調剤 薬局
     吉薬42 吉野郡大淀町福神１０－３ 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  471170,104,3 キリン堂薬局大淀店 〒639-3126 07463-4-2412株式会社キリン堂　代福原　光敏 平10. 3. 1調剤 薬局
     吉薬104 吉野郡大淀町新野６８－１ 常　勤:    1表取締役　寺西　豊彦 新規 現存
     (薬       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  472170,105,0 にしわき薬局しん町店〒638-0821 0747-54-2588有限会社ニシワキ　代西脇　直美 平10. 4. 1調剤 薬局
     吉薬105 吉野郡大淀町大字下渕９３３番地常　勤:    1表取締役　西脇　重善 新規 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  473170,108,4 うちの薬局大淀店 〒638-0821 0747-54-5122株式会社あきつしま　大谷　浩雅 平13. 4. 1調剤 薬局
     吉薬108 吉野郡大淀町下渕８１－４ 常　勤:    1代表取締役　木村　良 新規 現存
     (薬       1)太 平25. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  474170,112,6 プラス薬局北野店 〒639-3125 07463-4-5636有限会社アポブレーン大馬﨑　友 平16. 1. 1調剤 薬局
     吉薬112 吉野郡大淀町大字北野１９１３－常　勤:    2センター　代表取締役 新規 現存
     １５ (薬       2)　齊田　良明 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  475170,113,4 さくら薬局大淀 〒638-0821 0747-54-3500株式会社奈良医療　代中井　祐介 平17. 4. 1調剤 薬局
     吉薬113 吉野郡大淀町下渕３７６－１ 常　勤:    1表取締役　中井　三能 新規 現存
     (薬       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  476170,115,9 おおよど薬局 〒638-0821 0747-52-1399有限会社まほろば　代坂上　美希 平17. 4. 1調剤 薬局
     吉薬115 吉野郡大淀町下渕３５９－１０ 常　勤:    1表取締役　三並　正典 新規 現存
     (薬       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  477170,117,5 たんぽぽ薬局　福神店〒638-0833 0747-52-3181たんぽぽ薬局株式会社岩崎　香代子 平28. 4. 1調剤 薬局
     吉薬117 吉野郡大淀町福神３番地の２９ 常　勤:    2　代表取締役　松野　 新規 現存
     (薬       2)英子 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  478170,118,3 なの花薬局　花吉野ガ〒638-0833 0747-54-3050株式会社　共栄ファー上田　陽加 平28. 4. 1調剤 薬局
     吉薬118 ーデンヒルズ店 吉野郡大淀町大字福神１０－１ 常　勤:    5マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       5)宇野　光裕 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  479170,119,1 ジャパンファーマシー〒638-0833 0747-54-3031株式会社ジヤパンフア東浦　賢弥 平28. 4. 1調剤 薬局
     吉薬119 薬局　大淀店 吉野郡大淀町福神１０－２ 常　勤:    2ーマシー　代表取締役 移動 現存
     (薬       2)　前田　光男 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  480170,120,9 クボ薬局 〒638-0821 0747(52)2052株式会社クボ薬局　代久保　和子 平29. 8. 1調剤 薬局
     吉薬120 吉野郡大淀町下渕１５３－１ 常　勤:    2表取締役　久保　重和 組織変更 現存
     (薬       2) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  481180,003,5 中垣薬局 〒639-0236 0745-76-8931中垣　博昭 中垣　章子 昭54.10. 1 薬局
     香芝薬3 香芝市磯壁２丁目１０９０－１５常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  482180,007,6 青葉台薬局 〒639-0254 0745-76-3514西脇　敬子 西脇　敬子 平 5. 6. 1調剤 薬局
     香芝薬7 香芝市関屋北６丁目２１－２０ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  483180,014,2 かしの木薬局 〒639-0223 0745-77-8060福井　利幸 福井　友紀 平18. 6. 1調剤 薬局
     香芝薬14 香芝市真美ケ丘１丁目１３－１２常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  484180,117,3 有限会社二上薬局 〒639-0252 0745-71-2025有限会社二上薬局　代西田　恵子 平13. 9. 1調剤 薬局
     香芝薬117 香芝市穴虫１０７－７ 常　勤:    2表取締役　西田　恵子 組織変更 現存
     (薬       2) 平25. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  485180,121,5 トモエ薬局真美ヶ丘店〒639-0223 0745-71-5623株式会社トモエメディ坂口　祐司 平15. 5. 1調剤 薬局
     香芝薬121 香芝市真美ヶ丘６丁目１番１９号常　勤:    3カル　代表取締役　坂 新規 現存
     (薬       3)口祐司 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  486180,122,3 有限会社吉谷メディカ〒639-0252 0745-79-8744有限会社吉谷メディカ吉谷　恵美子 平16. 9. 1調剤 薬局
     香芝薬122 ルめぐみ薬局 香芝市穴虫１０４４－１１ 常　勤:    4ル　代表取締役　吉谷 新規 現存
     (薬       4)　真一 平28. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  487180,124,9 サン薬局真美ヶ丘店 〒639-0222 0745-78-3323株式会社関西メディコ島岡　亮 平17. 8. 1調剤 薬局
     香芝薬124 香芝市西真美１－５－１ 常　勤:    2　代表取締役　安井　 交代 現存
     (薬       2)将美 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  488180,125,6 サン薬局五位堂店 〒639-0225 0745-79-6644株式会社関西メディコ正田　智子 平17. 8. 1調剤 薬局
     香芝薬125 香芝市瓦口２３０９－１　ＩＢグ常　勤:    2　代表取締役　安井　 交代 現存
     ランド１０１ (薬       2)将美 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  489180,126,4 サン薬局香芝店 〒639-0265 0745-78-7401株式会社関西メディコ山本　京子 平17. 8. 1調剤 薬局
     香芝薬126 香芝市上中８３３－１ 常　勤:    4　代表取締役　安井　 交代 現存
     (薬       4)将美 平29. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  490180,127,2 コクミン薬局 〒639-0225 0745-77-3885株式会社コクミン　代山村　倫代 平18. 6. 1調剤 薬局
     香芝薬127 香芝市瓦口３３－５ 常　勤:    2表取締役　絹巻　秀展 新規 現存
     (薬       2) 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  491180,128,0 アール薬局香芝店 〒639-0266 0745-76-8570有限会社アール　代表稲田　憲亮 平18. 7. 1調剤 薬局
     香芝薬128 香芝市旭ヶ丘５丁目３６－１　ワ常　勤:    2取締役　稲田　増美 新規 現存
     イズメディカルビル１Ｆ (薬       2) 平24. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  492180,130,6 ここみ薬局 〒639-0225 0745-78-3433株式会社キタ　代表取喜多　康子 平19. 2. 1調剤 薬局
     香芝薬130 香芝市瓦口２３４１ 常　勤:    2締役　喜多　康子 新規 現存
     (薬       2) 平25. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  493180,131,4 スギ薬局五位堂店 〒639-0224 0745-71-3855株式会社スギ薬局　代山神　海平 平20.11. 1調剤 薬局
     香芝薬131 香芝市別所４２－５ 常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平26.11. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  494180,134,8 のぞみ薬局香芝店 〒639-0266 0745-78-8727有限会社　サンメディ多田　小百合 平21. 2. 1調剤 薬局
     香芝薬134 香芝市旭ヶ丘４－２－１ 常　勤:    5カル　代表取締役　吉 新規 現存
     (薬       5)村　之伸 平27. 2. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  495180,136,3 アスカ薬局 〒639-0266 0745-43-5901有限会社ホリウチ　代堀内　伸恭 平22. 7. 1調剤 薬局
     香芝薬136 香芝市旭ヶ丘３－２－１ 常　勤:    1表取締役　堀内　伸恭 新規 現存
     (薬       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  496180,139,7 隅田薬局 〒639-0232 0745-77-3256メディキュアサポート隅田　悦代 平24.10. 1 薬局
     香芝薬139 香芝市下田東１－１２６－２ 常　勤:    2株式会社　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       2)　隅田　重義 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  497180,141,3 隅田薬局　白鳳台店 〒639-0264 0745-43-8841メディキュアサポート中山　佳代子 平25. 7. 1 薬局
     香芝薬141 香芝市今泉７番１号 常　勤:    2株式会社　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　隅田　重義 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  498180,142,1 かなで薬局　五位堂店〒639-0226 0745-43-8425メディキュアサポート中山　大也 平25.10. 1調剤 薬局
     香芝薬142 香芝市五位堂３丁目４３６－１２常　勤:    2株式会社　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　隅田　重義 平25.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  499180,146,2 ひだまり薬局　香芝店〒639-0236 0745-77-7710株式会社あっとほうむ今井　真理子 平26. 6. 1調剤 薬局
     香芝薬146 香芝市磯壁３丁目９２－１０ 常　勤:    2　代表取締役　吉谷　 新規 現存
     (薬       2)淳至 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  500180,147,0 ウエルシア薬局　香芝〒639-0236 0745-79-1118ウエルシア薬局株式会 村　直晃 平26. 9. 1調剤 薬局
     香芝薬147 磯壁店 香芝市磯壁３－６１ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 その他 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  501180,148,8 サン薬局　旭ヶ丘店 〒639-0266 0745-71-4158株式会社　関西メディ木下　昌之 平26.12. 1調剤 薬局
     香芝薬148 香芝市旭ケ丘２－３０－１２リ・常　勤:    3コ　代表取締役　安井 組織変更 現存
     フィデルⅠ　１０２ (薬       3)　将美 平26.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  502180,149,6 オレンジ薬局　五位堂〒639-0227 0745-78-7680株式会社プチファーマ浅井　康史 平27.12. 1調剤 薬局
     香芝薬149 店 香芝市鎌田４３８番８２　１Ｆ 常　勤:    1シスト　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)柳生　美江 平27.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  503180,150,4 ハート薬局 〒639-0231 0745-78-5214株式会社　ヴェリタス大越　侑加 平28. 2. 1調剤 薬局
     香芝薬150 香芝市下田西１－１０－１９　メ常　勤:    6　代表取締役　井上　 交代 現存
     ディカルプラザ香芝１階 (薬       6)友貴 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  504180,151,2 アイセイ薬局　香芝店〒639-0245 0745-70-5831株式会社アイセイ薬局鎌田　唯 平28.10. 1調剤 薬局
     香芝薬151 香芝市畑３－９２６－１ 常　勤:    2　代表取締役　藤井　 組織変更 現存
     (薬       2)江美 平28.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  505180,152,0 志都美薬局 〒639-0265 0745-71-4238株式会社　薬國堂　代國廣　英一 平28.11. 1調剤 薬局
     香芝薬152 香芝市上中２００６番地 常　勤:    1表取締役　國廣　英一 新規 現存
     (薬       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  506180,153,8 調剤薬局マツモトキヨ〒639-0223 0745-71-5339株式会社　マツモトキ松本　壮史 平29. 4. 1調剤 薬局
     香芝薬153 シ　真美ヶ丘店 香芝市真美ケ丘６－１０エコール常　勤:    4ヨシ　代表取締役　大 組織変更 現存
     ・マミ南館２階 (薬       4)田　貴雄 平29. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  507180,154,6 キタ薬局 〒639-0225 0745-79-6376株式会社キタ　代表取喜多　邦徳 平29. 4. 1調剤 薬局
     香芝薬154 香芝市瓦口２２８２ 常　勤:    1締役　喜多　康子 組織変更 現存
     (薬       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  508180,155,3 ファーマシィ薬局真美〒639-0223 0745-70-5380株式会社ファーマシィ長江　香織 平29. 8. 1調剤 薬局
     香芝薬155 ヶ丘 香芝市真美ケ丘１－１４－５ 常　勤:    3　代表取締役　武田　 新規 現存
     (薬       3)宏 平29. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  509180,156,1 六花薬局 〒639-0252 0745-71-6987株式会社六花　代表取松岡　秀年 平29.12. 1調剤 薬局
     香芝薬156 香芝市穴虫７２番１ 常　勤:    1締役　石田　力 新規 現存
     (薬       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  510180,157,9 ａｋ薬局　香芝店 〒639-0265 0745-71-0056株式会社　あけぼの関佐藤　陽 平30. 2. 1調剤 薬局
     香芝薬157 香芝市上中８４１－６ 常　勤:    1西　代表取締役　森　 新規 休止
     (薬       1)あかね 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  511180,158,7 アイ薬局　五位堂店 〒639-0226 0745-79-6554株式会社ミック　代表樫岡　千賀 平30. 1. 1調剤 薬局
     香芝薬158 香芝市五位堂１００７番地 常　勤:    1取締役　中川　春原 組織変更 現存
     (薬       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
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  512180,159,5 アイ薬局　香芝店 〒639-0226 0745-43-9895株式会社ミック　代表木上　直哉 平30. 1. 1調剤 薬局
     香芝薬159 香芝市五位堂１丁目２９８－１ 常　勤:    4取締役　中川　春原 組織変更 現存
     (薬       4) 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  513190,002,5 みふく健康薬局 〒639-2113 0745-69-5752 村　和貴 村　和貴 平 9. 5. 1 薬局
     葛城薬2 葛城市北花内５５７－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  514190,004,1 村井薬局 〒639-0276 0745-48-2471村井　茂敬 村井　茂敬 平25.10. 1 薬局
     葛城薬4 葛城市當麻５２－４ 常　勤:    2 交代 現存
     (薬       2) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  515190,101,5 おしみ薬局 〒639-2123 0745-64-0280有限会社ライズワン　北川　昇一 平14.11. 1調剤 薬局
     葛城薬101 葛城市忍海３１５－２ 常　勤:    6代表取締役　北川　昇 新規 現存
     (薬       6)一 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  516190,102,3 かるがも薬局尺土店 〒639-2163 0745-48-0710株式会社　メディカル山本　恭裕 平15.10. 1調剤 薬局
     葛城薬102 葛城市八川１３３ 常　勤:    1かるがも　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　森　正彦 平27.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  517190,103,1 このは薬局 〒639-2113 0745-69-3993有限会社サンスプリン掛川　和實 平18. 6. 1調剤 薬局
     葛城薬103 葛城市北花内６１６－９ 常　勤:    5グ　代表取締役　永田 新規 現存
     (薬       5)　武 平30. 6. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  518190,105,6 スマイル薬局長尾店 〒639-2164 0745-43-8430ビックリー株式会社　有本　優美子 平25. 4. 1 薬局
     葛城薬105 葛城市長尾９３ 常　勤:    2代表取締役　保井　芳 新規 現存
     (薬       2)昭 平25. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  519190,106,4 ドラッグセイムス葛城〒639-2113 0745-69-8015株式会社東海セイムス島田　守啓 平25. 9. 1 薬局
     葛城薬106 北花内薬局 葛城市北花内７１７－１ 常　勤:    1　代表取締役　川上　 新規 現存
     (薬       1)展央 平25. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  520190,107,2 スマイル薬局　尺土店〒639-2163 0745-43-7680ビックリー株式会社　仁尾　馨 平27. 4. 1調剤 薬局
     葛城薬107 葛城市八川１１４番３ 常　勤:    3代表取締役　保井　芳 新規 現存
     (薬       3)昭 平27. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  521190,108,0 はなうち薬局 〒639-2113 0745-60-3476有限会社ライズワン　東本　啓司 平28.11. 1調剤 薬局
     葛城薬108 葛城市北花内６９１－３ 常　勤:    2代表取締役　北川　昇 新規 現存
     (薬       2)一 平28.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  522190,109,8 とろり薬局 〒639-2162 0745-48-0106コーエイメディカル株南平　幸衛 平29. 1. 1調剤 薬局
     葛城薬109 葛城市尺土９番地１７ 常　勤:    1式会社　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)南平　幸衛 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  523190,111,4 スマイル薬局当麻寺店〒639-0276 0745-48-6300ビックリー株式会社　植田　泰豊 平30. 2. 1調剤 薬局
     葛城薬111 葛城市當麻１３１番 常　勤:    1代表取締役　保井　芳 新規 現存
     (薬       1)昭 平30. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  524190,112,2 いかるが薬局新庄店 〒639-2147 0745-60-2735株式会社共栄ファーマ田中　みゆき 平30. 4. 1調剤 薬局
     葛城薬112 葛城市新庄１２２－２ 常　勤:    2シー　代表取締役　宇 組織変更 現存
     (薬       2)野　光裕 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  525200,003,1 平五薬局 〒633-2173 0745-83-0555平井　文吾 平井　文吾 平 9. 2. 1調剤 薬局
     宇薬3 宇陀市大宇陀上中２０３６ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  526200,101,3 いずみ薬局 〒633-2221 0745-84-3443株式会社トクメディカ松尾　徳志 平11. 5. 6調剤 薬局
     宇薬101 宇陀市菟田野松井１６－１ 常　勤:    2ル　代表取締役　松尾 移動 現存
     (薬       2)　徳志 平29. 5. 6
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  527200,104,7 やまぐち薬局 〒633-0253 0745-82-5723ワイズ・メディカル合山口　祥一 平23.10.11調剤 薬局
     宇薬104 宇陀市榛原萩原２８４３－２８ 常　勤:    3同会社　代表社員　山 移動 現存
     (薬       3)口　祥一 平29.10.11
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  528200,105,4 たんぽぽ薬局　宇陀市〒633-0253 0745-85-1071たんぽぽ薬局株式会社矢作　晶子 平24.12. 1調剤 薬局
     宇薬105 立病院前店 宇陀市榛原萩原７５８－４ 常　勤:    6　代表取締役　松野　 新規 現存
     (薬       6)英子 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  529200,107,0 くすのき薬局 〒633-0253 0745-82-3200合同会社　くすりの丸薮内　亜史彦 平25. 1. 1 薬局
     宇薬107 宇陀市榛原萩原元萩原７５８－２常　勤:    1天堂　代表社員　薮内 新規 現存
     (薬       1)　亜史彦 平25. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  530200,108,8 はいばら薬局 〒633-0203 0745-96-9560株式会社カメイ健康サ亀井　政男 平25. 7. 1 薬局
     宇薬108 宇陀市榛原長峯２００－５ 常　勤:    1ービス　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)亀井　政男 平25. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  531200,109,6 いずみ薬局　はいばら〒633-0241 0745-85-3443株式会社トクメディカ金松　昭子 平25.12. 1 薬局
     宇薬109 店 宇陀市榛原下井足１４－１ 常　勤:    1ル　代表取締役　松尾 新規 現存
     (薬       1)　徳志 平25.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  532200,110,4 ひだまり薬局　榛原店〒633-0256 0745-82-2252株式会社あっとほうむ西嶋　久枝 平27. 1. 1調剤 薬局
     宇薬110 宇陀市榛原あかね台２丁目２２－常　勤:    1　代表取締役　吉谷　 組織変更 現存
     ５ (薬       1)淳至 平27. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  533200,111,2 サン薬局　宇陀店 〒633-0253 0745-85-2031株式会社　関西メディ覚地　孝爾 平27.12. 1調剤 薬局
     宇薬111 宇陀市榛原萩原７６０－４ 常　勤:    4コ　代表取締役　安井 新規 現存
     (薬       4)　将美 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  534200,112,0 にった薬局 〒633-0253 0745-85-5811株式会社ルナソルファ新田　貴子 平29.10. 1調剤 薬局
     宇薬112 宇陀市榛原萩原８３０－３ 常　勤:    2ーマシー　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       2)　新田　貴子 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


