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    101-00181 八千代薬局 〒591-8041 072-252-0920合資会社八千代薬局　福田　篤子 昭32.10. 1調剤 薬局
     堺市北区東雲東町一丁２番２５号常　勤:    2代表社員　目谷　ミチ 現存
     (薬       2)子 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-00397 大和屋薬局 〒593-8324 072-272-1061合資会社大和屋薬局　浅野　丈一 昭32.10. 1調剤 薬局
     堺市西区鳳東町四丁３６４番地 常　勤:    2代表社員　中井　博文 現存
     (薬       2) 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301-00918 大美野薬局 〒599-8114 072-285-0357株式会社大美野薬局　中橋　敬子 昭40. 8. 1調剤 薬局
     堺市東区日置荘西町二丁３番１２常　勤:    1代表取締役　中橋　敬 現存
     号 (薬       1)子 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401-01379 スワノモリ薬局 〒592-8348 072-261-0567株式会社スワノモリ薬佐久間　秀夫 昭46. 2.11調剤 薬局
     堺市西区浜寺諏訪森町中二丁１７常　勤:    2局　代表取締役　佐久 現存
     ５番地 (薬       2)間　秀夫 平28. 2.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501-01668 トヨカワ薬局 〒593-8324 072-271-0705有限会社おおとり薬店泉谷　孝子 昭49.11. 1調剤 薬局
     堺市西区鳳東町五丁４２３番地の常　勤:    2　代表取締役　長束　 現存
     ７ (薬       2)恵美子 平28.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601-01700 田中薬局 〒593-8325 0722-71-1733田中　美喜子 田中　美喜子 昭49.11. 1調剤 薬局
     堺市西区鳳南町３－１８０ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平 4.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701-01783 深井薬局 〒599-8236 072-278-9476藤原　登志男 藤原　登志男 昭49.11. 1調剤 薬局
     堺市中区深井沢町２３５０ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平 4.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801-02658 堺東伊東薬局 〒590-0028 072-223-7714有限会社伊東薬局　代伊東　貞康 昭54. 7. 1調剤 薬局
     堺市堺区三国ケ丘御幸通１－３ 常　勤:    2表取締役　伊東　貞康 現存
     (薬       2) 平24. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成     2 頁

    901-02740 保健薬局 〒590-0115 072-293-1050株式会社保健薬局　代田岡　亜美 昭54.11.22調剤 薬局
     堺市南区茶山台一丁２番３号 常　勤:    2表取締役　山田　実 新規 現存
     (薬       2) 平27.11.22
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001-02757 八木薬局 〒590-0983 072-228-0700八木薬品株式会社　代藤光　時子 昭55. 3. 1調剤 薬局
     堺市堺区山本町二丁５５－１０ 常　勤:    1表取締役　藤光　時子 現存
     (薬       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101-02864 湖南堂薬局 〒590-0911 072-227-6245木名瀬　和子 木名瀬　和子 昭55. 9. 1調剤 薬局
     堺市堺区七道西町１２番１１号大常　勤:    1 現存
     林フローラ堺１－１１１ (薬       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201-02930 さかい薬局 〒591-8008 072-251-2899株式会社さかい薬局　西田　節子 昭56. 6. 1調剤 薬局
     堺市北区東浅香山町一丁１４０番常　勤:    1代表取締役　西田　節 現存
     １３ (薬       1)子 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301-03052 銀座薬局 〒590-0076 072-232-3695株式会社銀座薬局　代辻　保子 昭57. 6. 7調剤 薬局
     堺市堺区北瓦町２－１－２７ 常　勤:    2表取締役　辻　庄一郎 移転 現存
     (薬       2) 平30. 6. 7
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401-03102 中和薬局 〒590-0922 072-232-0613茂見　多津子 茂見　多津子 昭58. 2. 1調剤 薬局
     堺市堺区北半町東１番１号 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501-03177 ムラタ薬局 〒590-0933 072-232-5653村田　正博 村田　正博 昭58. 6. 2調剤 薬局
     堺市堺区柳之町東二丁１番１号 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平28. 6. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601-03268 太陽堂薬局 〒599-8123 072-235-3531木原　淳三郎 堀川　るり子 昭59. 3. 1調剤 薬局
     堺市東区北野田５０５番地 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平 5. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701-03474 深井ファミリー薬局 〒599-8236 072-279-5287金井　仁孝 金井　仁孝 昭61. 1. 1調剤 薬局
     堺市中区深井沢町３１４７－１　常　勤:    1 現存
     コーポ山内１階 (薬       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   1801-03649 山田衛生堂薬局 〒590-0834 072-243-0020株式会社山田衛生堂薬髙橋　慎太郎 昭62.11. 1調剤 薬局
     堺市堺区出島町二丁６番２４号 常　勤:    1局　代表取締役　山田 現存
     (薬       1)　益実 平29.11. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901-03706 漢方初芝薬局 〒599-8114 072-286-0084三好　恭子 三好　恭子 昭63. 6. 1調剤 薬局
     堺市東区日置荘西町９２９－１０常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001-03714 宇口薬局 〒593-8316 072-271-0607宇口　順一 宇口　順一 昭63. 8. 1調剤 薬局
     堺市西区山田３－９５３－３ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101-03771 東山薬局 〒599-8247 072-237-4685 村　真治 村　真治 平元. 9. 1調剤 薬局
     堺市中区東山９１８番２号 常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201-03854 中垣薬局 〒593-8311 072-271-1714中垣　博昭 中垣　博昭 平 2. 9. 1調剤 薬局
     堺市西区上６５１番１号 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301-03920 キンショウ薬局 〒591-8022 072-253-5835勝城　忠久 勝城　忠久 平 3. 5. 1調剤 薬局
     堺市北区金岡町２２５４番地の５常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401-03938 河十薬局 〒590-0048 072-232-0721合資会社河十薬局　代門田　理 平 3. 4. 1調剤 薬局
     堺市堺区一条通１１－２１ 常　勤:    2表社員　門田　理 移転 現存
     (薬       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501-04019 フジ薬局 〒590-0066 072-222-5772古村　光嗣 古村　光嗣 平 4.10. 1調剤 薬局
     堺市堺区賑町三丁６番１３号 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601-04159 井上薬局 〒591-8031 072-258-8992井上　 澄 井上　博行 平 6. 3. 1調剤 薬局
     堺市北区百舌鳥梅北町１－１０ラ常　勤:    2 新規 現存
     イブコート三国ケ丘１階 (薬       2) 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   2701-04167 回心堂薬局 〒590-0971 072-222-1005中村　泰之 中村　泰之 平 6. 3. 1調剤 薬局
     堺市堺区栄橋町２－１－２７ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801-04282 ひまわり薬局 〒590-0974 072-228-5880栗本　真理 栗本　真理 平 6. 8. 1調剤 薬局
     堺市堺区大浜北町二丁４番２４号常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901-04308 ナンバーワン薬局 〒590-0134 072-298-6982有限会社　大友薬局　大友　健太郎 平 6.10. 1調剤 薬局
     堺市南区御池台三丁１番１７号 常　勤:    1代表取締役　大友　啓 新規 現存
     (薬       1)太郎 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001-04357 蓬莱薬局 〒590-0011 072-224-5033井本　幾夫 井本　幾夫 平 7. 1. 1調剤 薬局
     堺市堺区香ケ丘町一丁３－２２シ常　勤:    2 新規 現存
     ャルム香ヶ丘１階 (薬       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3101-04415 まるおか薬局 〒591-8023 072-255-7869丸岡　良一 丸岡　良一 平 7. 3.16調剤 薬局
     堺市北区中百舌鳥町五丁２２番地常　勤:    2 移転 現存
     (薬       2) 平28. 3.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201-04423 泉プラザ薬局 〒592-8341 072-264-4992株式会社セラ・メディ佐伯　慎也 平 7. 6. 1調剤 薬局
     堺市西区浜寺船尾町東三丁３０５常　勤:    1ック　代表取締役　田 新規 現存
     番地 (薬       1)中　久晴 平28. 6. 1
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3301-04456 みくに薬局 〒593-8301 072-277-6495樋口　和子 樋口　和子 平 7. 7. 1調剤 薬局
     堺市西区上野芝町三丁３番２１号常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401-04480 フヂタ薬局 〒592-8334 072-241-6669有限会社　フヂタ薬局藤田　隆 平 7.10. 1調剤 薬局
     堺市西区浜寺石津町中四丁１０番常　勤:    1　代表取締役　藤田　 新規 現存
     ２１号 (薬       1)隆 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   3501-04506 山本薬局 〒590-0943 072-232-0096山本　修 山本　修 平 7.10. 2調剤 薬局
     堺市堺区車之町東一丁１番１号 常　勤:    1 移転 現存
     (薬       1) 平28.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601-04647 ホーム薬局 〒591-8034 072-270-4006有限会社　ホーム薬局東尾　豊一 平 8.12. 1調剤 薬局
     堺市北区百舌鳥陵南町二丁６２６常　勤:    2　代表取締役　東尾　 新規 現存
     番地センターコートナカモズビル(薬       2)勝則 平29.12. 1
     Ｃ－１ 非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701-04654 マルイチ薬局 〒590-0007 072-232-4764有限会社　マルイチ薬廣井　利重 平 9. 1. 1調剤 薬局
     堺市堺区北庄町二丁１番１５号 常　勤:    1局　取締役　小田　早 組織変更 現存
     (薬       1)苗 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801-04704 岩本薬局 〒599-8271 072-278-1471岩本　正子 岩本　和加子 平 9. 6. 1調剤 薬局
     堺市中区深井北町１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3901-04712 イズミ薬局　浜寺店 〒592-8342 072-267-2862株式会社イズミ　代表木村　光成 平 9. 6. 1調剤 薬局
     堺市西区浜寺船尾町西四丁５５７常　勤:    3取締役　大塚　吉史 新規 現存
     (薬       3) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001-04720 池田薬局 〒590-0138 072-299-7170池田　泰子 池田　泰子 平 9. 6. 1調剤 薬局
     堺市南区鴨谷台三丁６－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101-04761 パートナー中百舌鳥薬〒591-8023 072-254-0009有限会社テールアイラ脇　まゆみ 平 9. 7. 1調剤 薬局
     局 堺市北区中百舌鳥町五丁１０番地常　勤:    3ンド　代表取締役　尾 新規 現存
     コーポベル１階 (薬       3)島　博司 平24. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4201-04803 サンガ薬局 〒599-8123 072-234-8724羽岡　美典 羽岡　美典 平 9. 7. 1調剤 薬局
     堺市東区北野田４４番地５北野田常　勤:    1 新規 現存
     第一ビル１階 (薬       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   4301-04811 太田薬局 〒599-8241 072-234-5547有限会社ヘルス・ステ若林　有美子 平 9. 6. 1調剤 薬局
     堺市中区福田９０２番地の１ 常　勤:    4ージオオタ　代表取締 組織変更 現存
     (薬       4)役　太田　恭史 平30. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401-04852 ホーム薬局 〒599-8238 072-281-1113有限会社ホーム薬局　北野　チエミ 平 9.12. 1調剤 薬局
     堺市中区土師町一丁６番１５号ヴ常　勤:    3代表取締役　東尾　勝 新規 現存
     ィラ・レスポワール１階 (薬       3)則 平27.12. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501-04860 深阪薬局 〒590-0103 072-235-6411藤原　保弘 藤原　啓子 平 9.12. 1調剤 薬局
     堺市南区深阪南１１７－１０１深常　勤:    3 新規 現存
     阪矢谷ビル１階 (薬       3) 平27.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601-05057 金岡ハーティ薬局 〒591-8022 072-256-1160中野　 中野　 平10. 9. 1調剤 薬局
     堺市北区金岡町２３０２－１パル常　勤:    1 新規 現存
     ケアビエルト１階 (薬       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4701-05107 キリン薬局 〒590-0820 072-244-8825株式会社キリンメディ川咲　富子 平11. 2. 1調剤 薬局
     堺市堺区高砂町二丁３６番地の１常　勤:    3カル　代表取締役　大 新規 現存
     (薬       3)西　龍二 平29. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4801-05123 鳳泉薬局 〒593-8327 072-263-6677上硲　雅敏 上硲　雅敏 平10.12.18調剤 薬局
     堺市西区鳳中町五丁１８５ 常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平10.12.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4901-05149 キリン薬局 〒591-8044 072-254-5586株式会社　キリンメデ戎　其俊 平11. 3. 1調剤 薬局
     堺市北区中長尾町一丁７番２１号常　勤:    2ィカル　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)大西　龍二 平29. 3. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001-05164 ビタミンファーマシー〒590-0014 072-227-7792有限会社ファミリー　藤田　誠司 平11. 4. 1調剤 薬局
     薬局 堺市堺区田出井町１番１－１００常　勤:    3代表取締役　免古地　 新規 現存
     号 (薬       3)正仁 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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   5101-05180 わかば薬局 〒590-0138 072-296-7228有限会社　わかばメデ若林　昭 平11. 5. 1調剤 薬局
     堺市南区鴨谷台二丁１番５号サン常　勤:    1ィックス　代表取締役 新規 現存
     ピア２番館２階 (薬       1)　若林　靖子 平29. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5201-05248 コアラ薬局 〒599-8107 072-287-5559株式会社宏和　代表取友尾　由美子 平12. 3. 1調剤 薬局
     堺市東区白鷺町三丁１９番７号 常　勤:    1締役　有岡　町 新規 現存
     (薬       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5301-05289 鳳グリーン薬局 〒593-8327 072-266-1113株式会社　和歌ノ浦薬池川　美和子 平12. 1. 1調剤 薬局
     堺市西区鳳中町三丁６２番２９号常　勤:    2局　代表取締役　児玉 継承 現存
     鳳ツインビルＢ棟１階１号 (薬       2)　孝 平30. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401-05297 三原薬局 〒590-0111 072-291-0372中島　秀和 中島　秀和 平12. 1. 1調剤 薬局
     堺市南区三原台三丁１番７号 常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5501-05321 薬の山下薬局 〒590-0024 072-254-7886有限会社　薬の山下薬山下　房子 平12. 4. 1調剤 薬局
     堺市堺区向陵中町四丁７番２０号常　勤:    1局　代表取締役　山下 新規 現存
     (薬       1)　房子 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5601-05362 バード薬局 〒590-0113 072-295-1815鳥越　典子 鳥越　典子 平12. 5. 1調剤 薬局
     堺市南区晴美台三丁１２番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5701-05370 太陽堂薬局 〒591-8044 072-240-3600株式会社　漢方閣薬品神﨑　千純 平12. 6. 1調剤 薬局
     堺市北区中長尾町四丁５－３クラ常　勤:    2　代表取締役　多田　 新規 現存
     ウンセゾン堺１０３ (薬       2)和憲 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5801-05404 浅香山ＡＢＣ薬局 〒590-0018 072-226-5855株式会社　エービーシ日比野　茂 平12. 7. 1調剤 薬局
     堺市堺区今池町四丁６番１ 常　勤:    5ー・ライフ・コーポレ 新規 現存
     (薬       5)ーション　代表取締役 平24. 7. 1
     非常勤:    1　日比野　茂
     (薬       1)
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   5901-05412 堺市薬剤師会会営薬局〒592-8335 072-280-1870一般社団法人　堺市薬石川　照久 平12. 7. 1調剤 薬局
     堺市西区浜寺石津町東四丁２番１常　勤:    3剤師会　会長　尾島　 新規 現存
     ４号 (薬       3)博司 平24. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6001-05438 米田薬局 〒591-8045 072-246-2370株式会社　東湖　代表上好　まゆみ 平12. 4.26調剤 薬局
     堺市北区南長尾町五丁２－１５ 常　勤:    1取締役　米田　眞理子 組織変更 現存
     (薬       1) 平30. 4.26
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6101-05479 大友薬局北店 〒590-0952 072-233-0550有限会社　大友薬局　大友　啓太郎 平12.10. 1調剤 薬局
     堺市堺区市之町東二丁１番２７号常　勤:    2代表取締役　大友　啓 新規 現存
     (薬       2)太郎 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6201-05487 つばさ薬局 〒590-0021 072-282-6610佐伯　由加理 佐伯　由加理 平12.10. 1調剤 薬局
     堺市堺区北三国ケ丘町八丁８番１常　勤:    2 新規 現存
     ５号ＤＩＥ．ＫＡＢＩＮＥ３階Ｅ(薬       2) 平24.10. 1
     室 非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6301-05503 しぎ薬局初芝店 〒599-8114 072-286-1087有限会社　シギ・ファ馬渕　朋子 平12.10. 1調剤 薬局
     堺市東区日置荘西町四丁３６番１常　勤:    1ーマシー　代表取締役 新規 現存
     ３号 (薬       1)　片山　純 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6401-05511 泉ケ丘フタツカ薬局 〒590-0115 072-296-7922株式会社　大新堂　代井口　紀子 平12.11. 1調剤 薬局
     堺市南区茶山台一丁６番１号ステ常　勤:    1表取締役　二塚　安子 新規 現存
     ーションプラザ泉ケ丘３階 (薬       1) 平24.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6501-05545 ウェーブ光明池薬局 〒590-0138 072-296-7828株式会社　ウェーブ　浜野　由香 平12.10. 1調剤 薬局
     堺市南区鴨谷台二丁１番３号光明常　勤:    4代表取締役　藤本　秀 移転 現存
     池アクトビル１階 (薬       4)之 平24.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   6601-05560 つくし薬局 〒593-8326 072-268-8555北野　雅士 福地　克恵 平12.12. 1調剤 薬局
     堺市西区鳳西町一丁７５番１号昭常　勤:    1 新規 現存
     和ハイツ１０１ (薬       1) 平24.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6701-05586 北花田大日薬局 〒591-8007 072-240-8777有限会社　マルタカ　髙良　和憲 平13. 1. 1調剤 薬局
     堺市北区奥本町一丁３４－４ 常　勤:    1代表取締役　髙良　和 新規 現存
     (薬       1)憲 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6801-05610 エコ薬局 〒591-8046 072-240-8818株式会社ケアファーマ沖　牧子 平13. 2. 1調剤 薬局
     堺市北区東三国ケ丘町五丁２番１常　勤:    2シー　代表取締役　辻 新規 現存
     ７号 (薬       2)　勝 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6901-05644 パートナーもず八幡薬〒591-8031 072-246-2351有限会社テールアイラ福田　尚弘 平13. 4. 1調剤 薬局
     局 堺市北区百舌鳥梅北町四丁２３２常　勤:    3ンド　代表取締役　尾 新規 現存
     番７ (薬       3)島　博司 平25. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7001-05651 堺さくら薬局 〒590-0974 072-238-9001株式会社リメディ　代中島　匡人 平13. 4. 1調剤 薬局
     堺市堺区大浜北町一丁５番１０号常　勤:    2表取締役　柳本　信也 新規 現存
     阪堺設備株式会社ビル１階 (薬       2) 平25. 4. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7101-05685 漢方の葵堂薬局 〒599-8114 072-286-8655有限会社漢方の葵堂薬西岡　敬三 平13. 3. 9調剤 薬局
     堺市東区日置荘西町四丁３６番７常　勤:    1局　代表取締役　西岡 組織変更 現存
     号 (薬       1)　敬三 平25. 3. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7201-05693 おおた薬局 〒593-8326 072-268-9070有限会社ヘルス・ステ河合　修子 平13. 5. 1調剤 薬局
     堺市西区鳳西町一丁２５番地 常　勤:    3ージオオタ　代表取締 新規 現存
     (薬       3)役　太田　恭史 平25. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7301-05719 ホーム薬局 〒590-0065 072-224-1107有限会社ホーム薬局　南　泉 平13. 7. 1調剤 薬局
     堺市堺区永代町一丁１番６ 常　勤:    3代表取締役　東尾　勝 新規 現存
     (薬       3)則 平25. 7. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   7401-05735 ささら薬局 〒591-8036 072-246-4193有限会社アイファム　石垣　静香 平13. 7. 1調剤 薬局
     堺市北区百舌鳥本町二丁４４８番常　勤:    3代表取締役　石垣　静 新規 現存
     地 (薬       3)香 平25. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7501-05784 コダマ薬局 〒593-8322 072-275-3255児玉　登士也 児玉　登士也 平13. 9. 1調剤 薬局
     堺市西区津久野町一丁９番２１号常　勤:    1 新規 現存
     プランドール１階１０２号 (薬       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7601-05792 城山薬局 〒590-0137 072-296-4889合資会社庭代台介護相出口　千佐 平13. 9. 1調剤 薬局
     堺市南区城山台二丁２番１１号 常　勤:    2談所　代表社員　出口 新規 現存
     (薬       2)　千佐 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7701-05800 セガミ薬局　上野芝楽〒593-8301 072-276-7055株式会社　ココカラフ寺川　高弘 平13. 9. 1調剤 薬局
     市店 堺市西区上野芝町二丁７番３号西常　勤:    1ァイン　ヘルスケア　 新規 現存
     友楽市堺上野芝店内 (薬       1)代表取締役　塚本　厚 平25. 9. 1
     非常勤:   26志
     (薬      26)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7801-05826 幸生堂薬局 〒590-0144 072-290-2313株式会社ヘルシーワー吉岡　裕子 平13.10. 1調剤 薬局
     堺市南区赤坂台四丁２０番６号 常　勤:    2ク　代表取締役　福本 新規 現存
     (薬       2)　康幸 平25.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7901-05834 ぷれも薬局　三国ヶ丘〒591-8046 072-240-9670株式会社ぷれも　代表赤阪　幸子 平13.10. 1調剤 薬局
     店 堺市北区東三国ケ丘町五丁６番１常　勤:    1取締役　金田　秀子 新規 現存
     ７号 (薬       1) 平25.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8001-05883 北花田駅前薬局 〒591-8008 072-246-3110中野　澄男 田中　郁 平13.11. 1調剤 薬局
     堺市北区東浅香山町四丁６ 常　勤:    4 新規 現存
     (薬       4) 平25.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   8101-05891 泉薬局 〒590-0011 072-238-9735泉アークス株式会社　木村　幸子 平13.10. 1調剤 薬局
     堺市堺区香ケ丘町一丁１３番２０常　勤:    3代表取締役　河田　真 移転 現存
     号 (薬       3)紀子 平25.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8201-05917 米田薬局 〒591-8004 072-256-6226株式会社東湖　代表取長島　悦子 平13.12. 1調剤 薬局
     堺市北区蔵前町１丁１８番１０号常　勤:    1締役　米田　眞理子 新規 休止
     (薬       1) 平25.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8301-05933 スマイル薬局 〒593-8324 072-275-3310有限会社スマイルメデ青木　幸栄 平14. 1. 1調剤 薬局
     堺市西区鳳東町一丁６５番２号 常　勤:    4ィカル　取締役　大塚 新規 現存
     (薬       4)　吉史 平26. 1. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8401-06014 浅香薬局 〒590-0012 072-238-3506藤田　亮 藤田　亮 平14. 3.13調剤 薬局
     堺市堺区浅香山町二丁４番１６号常　勤:    1 継承 現存
     藤田マンション１階 (薬       1) 平26. 3.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8501-06022 小田薬局 〒592-8334 072-241-0681小田　陽一 小田　陽一 平14. 3. 5調剤 薬局
     堺市西区浜寺石津町中四丁３番１常　勤:    2 継承 現存
     ８号 (薬       2) 平26. 3. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8601-06048 一条薬局 〒590-0048 072-224-0446横田　文子 横田　弘 平14. 8. 1調剤 薬局
     堺市堺区一条通１番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8701-06071 ジャパンファーマシー〒599-8273 072-281-5802株式会社ジャパンファ石橋　令子 平14. 8. 1調剤 薬局
     薬局　堺深井店 堺市中区深井清水町３３１５番地常　勤:    1ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　前田　光男 平26. 8. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8801-06089 エムケー薬局 〒599-8273 072-277-8003株式会社セラフィ　代立花　裕子 平14. 8. 1調剤 薬局
     堺市中区深井清水町３３１８番地常　勤:    1表取締役　松尾　浩 新規 現存
     (薬       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    12 頁

   8901-06097 ツバキ薬局 〒593-8302 072-277-9600株式会社ツバキファー近藤　美子 平14. 7. 1調剤 薬局
     堺市西区北条町一丁１番２２号 常　勤:    4マシー　代表取締役　 移転 現存
     (薬       4)椿本　勝彦 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9001-06113 エコ薬局 〒593-8322 072-274-8566有限会社エコ薬局　代難波　竜太郎 平14. 8. 1調剤 薬局
     堺市西区津久野町一丁８番１７号常　勤:    4表取締役　砂原　孝史 組織変更 現存
     (薬       4) 平26. 8. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9101-06170 マキ薬局 〒591-8025 072-253-1712満木　孝夫 満木　孝夫 平14.12. 1調剤 薬局
     堺市北区長曾根町１６４４番地ラ常　勤:    2 新規 現存
     ポール新金岡１階 (薬       2) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9201-06204 フラワー薬局　金岡公〒591-8025 072-240-1193株式会社メディカル一東田　美奈 平15. 1. 1調剤 薬局
     園前店 堺市北区長曾根町１５８５－１番常　勤:    1光　代表取締役　野間 新規 現存
     地 (薬       1)　誠司 平27. 1. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9301-06220 ジャパンファーマシー〒591-8025 072-258-3702株式会社ジャパンファ梅村　俊明 平15. 1. 1調剤 薬局
     薬局　堺中央店 堺市北区長曾根町１４６７番地の常　勤:   12ーマシー　代表取締役 新規 現存
     １エイトワンビル１－Ａ (薬      12)　前田　光男 平27. 1. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9401-06238 トミオカ薬局 〒599-8122 072-237-2146谷村　博司 谷村　博司 平14.12. 1調剤 薬局
     堺市東区丈六１７１番地２８ 常　勤:    2 移転 現存
     (薬       2) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9501-06246 浅香山グリーン薬局 〒590-0018 072-226-1221有限会社グリーン・ク武田　麻由 平15. 1. 1調剤 薬局
     堺市堺区今池町四丁５番２８号 常　勤:    4ロス　取締役　中井　 新規 現存
     (薬       4)美佐 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9601-06295 カイセイ薬局 〒591-8025 072-240-0260株式会社育星会　代表水野　彩 平15. 4. 1調剤 薬局
     堺市北区長曾根町１２１３番地５常　勤:    3取締役　飯田　彰 新規 現存
     (薬       3) 平27. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    13 頁

   9701-06337 メイプル薬局 〒591-8023 072-256-6162有限会社フォーツリー翁長　秀武 平15. 6. 1調剤 薬局
     堺市北区中百舌鳥町二丁３９番地常　勤:    6ズ　代表取締役　翁長 新規 現存
     　クリスタルなかもず１０１号 (薬       6)　秀武 平27. 6. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9801-06378 幸生堂薬局 〒593-8301 072-280-6677株式会社ヘルシーワー中井　智子 平15.10. 1調剤 薬局
     堺市西区上野芝町四丁１７番１４常　勤:    1ク　代表取締役　福本 新規 現存
     号 (薬       1)　康幸 平27.10. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9901-06386 ドレミ薬局　ＪＲ堺市〒590-0013 072-225-2626アップデート株式会社森　祥子 平15.11. 1調剤 薬局
     駅店 堺市堺区東雲西町一丁１番１１号常　勤:    3　代表取締役　田中　 新規 現存
     ＪＲ堺市駅ＮＫビル１階 (薬       3)博来 平27.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10001-06410 山田衛生堂昭和通薬局〒590-0825 072-245-0860株式会社山田衛生堂薬古河　麻穂 平15. 9.29調剤 薬局
     堺市堺区昭和通四丁６９－６ 常　勤:    1局　代表取締役　山田 移転 現存
     (薬       1)　益実 平27. 9.29
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10101-06428 アツミ薬局 〒599-8114 072-286-0151辻　厚巳 辻　厚巳 平15.10. 1調剤 薬局
     堺市東区日置荘西町一丁１５番２常　勤:    1 移転 現存
     ２号 (薬       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10201-06436 タナベ薬局 〒593-8305 072-278-6135西別府　えり子 西別府　えり子 平16. 1. 1調剤 薬局
     堺市西区堀上緑町三丁２－２ 常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10301-06451 オレンジ薬局 〒591-8025 072-246-7710有限会社オレンジメデ中野　茂樹 平16. 4. 1調剤 薬局
     堺市北区長曾根町３０６９番地６常　勤:    4ィカル　取締役　明石 新規 現存
     (薬       4)　俊樹 平28. 4. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10401-06469 こむぎ薬局 〒591-8025 072-253-5867有限会社いなほ　代表下町　裕樹 平16. 4. 1調剤 薬局
     堺市北区長曾根町３０６９－４ 常　勤:    1取締役　下町　隆彦 新規 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
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  10501-06477 岡薬局 〒599-8253 072-237-0214有限会社岡薬局　代表永田　義一 平16. 3. 1調剤 薬局
     堺市中区深阪１－１０－３９ 常　勤:    1取締役　山口　敦子 組織変更 現存
     (薬       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10601-06519 スマイル薬局 〒593-8327 072-267-3310有限会社スマイルメデ松井　美乃里 平16. 8. 1調剤 薬局
     堺市西区鳳中町二丁３１グリーン常　勤:    4ィカル　取締役　大塚 新規 現存
     オオトリ (薬       4)　吉史 平28. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10701-06535 くるみ薬局 〒599-8116 072-288-0121ベガファーマ株式会社岩﨑　孝司 平16. 7. 1調剤 薬局
     堺市東区野尻町１９２－１７ 常　勤:    1　代表取締役　久野　 組織変更 現存
     (薬       1)泰弘 平28. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10801-06543 くるみ薬局 〒599-8253 072-230-6685ベガファーマ株式会社服部　行昌 平16. 7. 1調剤 薬局
     堺市中区深阪２－１０－２１ 常　勤:    1　代表取締役　久野　 組織変更 現存
     (薬       1)泰弘 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10901-06576 白さぎ八千代薬局 〒599-8107 072-240-0100有限会社白さぎ八千代目谷　至誠 平16. 8.16調剤 薬局
     堺市東区白鷺町一丁２番１０号 常　勤:    1薬局　代表取締役　目 移転 現存
     (薬       1)谷　至誠 平28. 8.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11001-06600 ラポール美原薬局 〒587-0002 0723-61-5198有限会社エコー　代表中野　智憲 平 9. 7. 1調剤 薬局
     堺市美原区黒山３９番地１１ 常　勤:    3取締役　中野　智憲 新規 現存
     (薬       3) 平24. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11101-06618 ロータス薬局 〒587-0051 0723-69-2377有限会社キダ医薬　代喜田　幸宏 平 9. 8. 1調剤 薬局
     堺市美原区北余部２５番１１ 常　勤:    1表取締役　喜田　幸宏 新規 現存
     (薬       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  11201-06626 りんご薬局 〒587-0051 072-362-8988有限会社関西医療福祉山本　和希 平11. 6. 1調剤 薬局
     堺市美原区北余部４０番地の７６常　勤:    1サービス　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　網田　昌子 平29. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11301-06634 ヘルシーポスト山口薬〒587-0022 0723-61-0241山口　エイ子 山口　エイ子 平11. 5.31調剤 薬局
     局 堺市美原区平尾１６４番１号 常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平29. 5.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11401-06642 ロータスふれあい薬局〒587-0051 072-369-6850有限会社キダ医薬　代喜田　佳子 平13.10. 1調剤 薬局
     堺市美原区北余部４５２－４ 常　勤:    1表取締役　喜田　幸宏 新規 現存
     (薬       1) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11501-06659 のぞみ薬局　美原店 〒587-0002 0723-63-7200株式会社エーシー　代松田　一彦 平14. 6. 1調剤 薬局
     堺市美原区黒山４１９－６ 常　勤:    3表取締役　道下　玄三 新規 現存
     (薬       3) 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11601-06667 くすのき薬局 〒590-0804 072-243-3700株式会社くすのき薬局結城　秀子 平16.12. 1調剤 薬局
     堺市堺区緑ケ丘南町三丁２番１８常　勤:    2　代表取締役　平井　 新規 現存
     号山本ビル１階１０１号 (薬       2)英人 平28.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11701-06675 どんぐり薬局 〒591-8023 072-256-5825有限会社どんぐり　代木本　和美 平16.11. 1調剤 薬局
     堺市北区中百舌鳥町二丁８番地 常　勤:    4表取締役　金澤　洋 移転 現存
     (薬       4) 平28.11. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11801-06683 太陽堂薬局 〒599-8123 072-239-7702株式会社　漢方閣薬品多田　和憲 平17. 3. 1調剤 薬局
     堺市東区北野田１０７７番地２０常　勤:    3　代表取締役　多田　 新規 現存
     ２号 (薬       3)和憲 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11901-06691 アップ薬局 〒599-8234 072-230-0130有限会社　アップメデ正田　徹志 平17. 3. 1調剤 薬局
     堺市中区土塔町３３３０番地 常　勤:    2ィカル　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)東尾　勝則 平29. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
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  12001-06709 アサップ薬局 〒590-0075 072-222-8806宮奥　善恵 宮奥　善恵 平17. 3. 1調剤 薬局
     堺市堺区南花田口町二丁１－２２常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12101-06741 さかいケンコー薬局 〒592-8348 072-266-1646有限会社　ケンコー薬奥　恭弘 平17. 5. 1調剤 薬局
     堺市西区浜寺諏訪森町中一丁１１常　勤:    1局　代表取締役　堺　 新規 現存
     ３番地の１ (薬       1)敏彦 平29. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12201-06790 ピーチ薬局 〒590-0973 072-226-2454近藤　由美 近藤　由美 平17. 8. 1調剤 薬局
     堺市堺区住吉橋町一丁５－２２ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12301-06816 さくら薬局 〒599-8247 072-230-0502株式会社　ライフファ勝部　晋典 平17. 9. 1調剤 薬局
     堺市中区東山４８６番地の１ 常　勤:   12ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬      12)　勝部　晋典 平29. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12401-06832 川口薬局 〒591-8023 072-253-3055株式会社翔　代表取締川口　彰保 平17. 8. 1調剤 薬局
     堺市北区中百舌鳥町五丁７９６番常　勤:    1役　川口　豊顕 移転 現存
     地の４ (薬       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12501-06840 いずみ薬局 〒590-0115 072-299-5773有限会社　すみれメデ三田　耕次 平17.10. 1調剤 薬局
     堺市南区茶山台一丁２番４号パン常　勤:    5ィカル　取締役　伊藤 新規 現存
     ジョ西館２階 (薬       5)　寛 平29.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12601-06857 はまでら薬局 〒592-8344 072-265-7370有限会社　シンワ・メ橋本　信和 平17.10. 1調剤 薬局
     堺市西区浜寺南町三丁２番１号 常　勤:    1ディカル　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　橋本　信和 平29.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12701-06865 阪神調剤薬局　堺店 〒599-8247 072-235-8551株式会社　阪神調剤薬上下　貴司 平17.10. 1調剤 薬局
     堺市中区東山４７９－４牛根ビル常　勤:    2局　代表取締役　岩崎 新規 現存
     １０１ (薬       2)　壽毅 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  12801-06881 コアラ薬局 〒599-8247 072-230-1193株式会社　宏和　代表清宮　由美子 平17.10. 1調剤 薬局
     堺市中区東山５７０番４ 常　勤:    1取締役　有岡　町 新規 現存
     (薬       1) 平29.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12901-06899 キリン薬局 〒590-0024 072-253-3918株式会社　キリンメデ辻　明子 平17.10. 1調剤 薬局
     堺市堺区向陵中町六丁３－２７ 常　勤:    1ィカル　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)大西　龍二 平29.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13001-06907 おおはま薬局 〒590-0976 072-226-7537有限会社　イマトクメ米田　政憲 平17. 8.11調剤 薬局
     堺市堺区大浜南町二丁２番１６号常　勤:    2ディック　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       2)　德上　洋之 平29. 8.11
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13101-06949 パートナー大美野薬局〒599-8126 072-230-5522有限会社テールアイラ筒居　秀伸 平17.12. 1調剤 薬局
     堺市東区大美野７３番７号 常　勤:    3ンド　代表取締役　尾 新規 現存
     (薬       3)島　博司 平29.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13201-06964 ニシキ薬局 〒590-0925 072-232-1393高﨑　みち代 高﨑　みち代 平18. 1. 1調剤 薬局
     堺市堺区綾之町東一丁２番３６号常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13301-06998 はるか薬局 〒590-0138 072-295-2224株式会社　リメディ　南野　正人 平18. 3. 1調剤 薬局
     堺市南区鴨谷台二丁５番１号光明常　勤:    3代表取締役　柳本　信 組織変更 現存
     センタービル２階 (薬       3)也 平30. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13402-00627 栃本天海堂薬局 〒553-0003 06-6451-3589株式会社栃本天海堂　別府　影智 昭50. 1. 1調剤 薬局
     大阪市福島区福島五丁目１０番３常　勤:    2代表取締役　栃本　和 現存
     号 (薬       2)男 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  13502-00668 平和薬局 〒553-0001 06-6451-0582藤田　周作 藤田　周作 昭51. 4. 8調剤 薬局
     大阪市福島区海老江７－９－２０常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 4. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13602-00759 クジャク堂薬局 〒553-0007 06-6461-6616株式会社クジャク　代濵田　圭子 昭57.12. 1調剤 薬局
     大阪市福島区大開二丁目１番５号 表取締役　濵田　圭子 新規 現存
     平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13702-00825 イトウ薬局 〒553-0007 06-6468-0393伊東　敏行 伊東　敏行 昭61. 3.13調剤 薬局
     大阪市福島区大開一丁目８番１５常　勤:    1 現存
     号 (薬       1) 平28. 3.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13802-00866 塩津延寿堂薬局 〒553-0003 06-6452-0021株式会社はいる　代表塩津　立三 昭62. 5. 1調剤 薬局
     大阪市福島区福島八丁目１６番１常　勤:    2取締役　塩津　小夜子 新規 現存
     ５－１０２号 (薬       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13902-00940 グリーン薬局 〒553-0001 06-6451-8770明光産業株式会社　代郡山　弘志 平 3. 9.19調剤 薬局
     大阪市福島区海老江五丁目２番７常　勤:    5表取締役　陸田　勉 組織変更 現存
     号ニュー野田阪神ビル１０１号 (薬       5) 平24. 9.19
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14002-00957 聖天薬局 〒553-0002 06-6451-0703株式会社北村　代表取北村　幸子 平 4. 3.13調剤 薬局
     大阪市福島区鷺洲二丁目９番１２常　勤:    2締役　北村　皓一 移転 現存
     号 (薬       2) 平28. 3.13
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14102-00973 山川薬局 〒553-0005 06-6461-5945有限会社山川薬局　代吉川　剛 平 5. 1. 1調剤 薬局
     大阪市福島区野田二丁目１７番１常　勤:    2表取締役　吉川　フク 新規 現存
     ２号 (薬       2)子 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14202-01013 スミレ薬局 〒553-0003 06-6446-0690株式会社スミレ薬局　森　容子 平 6. 7. 1調剤 薬局
     大阪市福島区福島四丁目２番７２常　勤:    4代表取締役　道下　玄 新規 現存
     号　かど加賀ビル１階 (薬       4)三 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14302-01062 キリン薬局 〒553-0005 06-6460-3151株式会社キリンメディ西田　和代 平 8. 2. 1調剤 薬局
     大阪市福島区野田五丁目１１番２常　勤:    1カル　代表取締役　大 新規 現存
     ４号 (薬       1)西　龍二 平29. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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  14402-01096 赤木薬局 〒553-0001 06-6451-6926木佐貫　可子 木佐貫　可子 平 9.10.16調剤 薬局
     大阪市福島区海老江七丁目１０番常　勤:    1 継承 現存
     １８号 (薬       1) 平24.10.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14502-01146 新橋薬局 〒553-0006 06-6441-6888有限会社　新橋薬局　米田　信郎 平10. 9. 1調剤 薬局
     大阪市福島区吉野二丁目７番８号常　勤:    1代表取締役　米田　信 新規 現存
     (薬       1)郎 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14602-01195 テイコクファミリー薬〒553-0003 06-4797-3790株式会社　テイコク製井上　晋一 平12.10. 1調剤 薬局
     局 大阪市福島区福島七丁目６番４号常　勤:    2薬社　代表取締役　畠 新規 現存
     宮川ビル１階 (薬       2)山　兼一郎 平24.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14702-01211 フロンティア薬局　福〒553-0003 06-6459-1330株式会社フロンティア金　健太（金原健太）平14. 1. 1調剤 薬局
     島店 大阪市福島区福島四丁目２番７５常　勤:    7　代表取締役　重森　 組織変更 現存
     号 (薬       7)裕之 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14802-01260 フラワー薬局　福島店〒553-0003 06-6456-4193株式会社メディカル一最首　弘子 平16.11. 1調剤 薬局
     大阪市福島区福島二丁目４番６号常　勤:    2光　代表取締役　野間 新規 現存
     ハイネス岡崎１０３号 (薬       2)　誠司 平28.11. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14902-01294 たんぽぽ薬局　福島店〒553-0003 06-4803-9671たんぽぽ薬局株式会社西山　智生 平17. 3. 1調剤 薬局
     大阪市福島区福島四丁目２番７６常　勤:    4　代表取締役　松野　 新規 現存
     号武井ビル１階 (薬       4)英子 平29. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15002-01369 ファルコはやぶさ薬局〒553-0003 06-4797-3705株式会社ファルコファ米川　昌輝 平18. 1. 1調剤 薬局
     　福島店 大阪市福島区福島二丁目２番１号常　勤:    2ーマシーズ　代表取締 移転 現存
     (薬       2)役　松原　宣正 平30. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15102-01385 カイセイ吉矢薬局 〒553-0003 06-6451-6063株式会社育星会　代表戸奈　章一 平18. 9. 1調剤 薬局
     大阪市福島区福島七丁目８番１号常　勤:    6取締役　飯田　彰 組織変更 現存
     (薬       6) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  15202-01393 阪神調剤薬局　堂島店〒553-0003 06-6456-0310株式会社阪神調剤薬局市榮　朋子 平18.12. 1調剤 薬局
     大阪市福島区福島二丁目３番３号常　勤:    7　代表取締役　岩崎　 新規 現存
     (薬       7)壽毅 平24.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15302-01427 宮薬局 〒553-0006 06-6441-0824株式会社宮薬局　代表野﨑　恭子 平19.12. 1調剤 薬局
     大阪市福島区吉野二丁目８番３５常　勤:    1取締役　土蔵　和彦 移転 現存
     号 (薬       1) 平25.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15402-01435 ファーコス薬局　ふく〒553-0003 06-4798-8820株式会社ファーコス　坂本　和行 平20. 5. 1調剤 薬局
     しま 大阪市福島区福島二丁目４番１号常　勤:    5代表取締役　島田　光 新規 現存
     (薬       5)明 平26. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15502-01443 生長薬局 〒553-0003 06-6451-7047濱野　光弘 濱野　光弘 平20. 5. 1調剤 薬局
     大阪市福島区福島八丁目１５番１常　勤:    1 新規 現存
     ３号 (薬       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15602-01450 セガミ薬局　堂島店 〒553-0003 06-4798-8847株式会社ココカラファ佐々木　裕子 平20. 6. 1調剤 薬局
     大阪市福島区福島一丁目１番５１常　勤:    1イン　ヘルスケア　代 新規 現存
     号堂島クロスウォーク１階 (薬       1)表取締役　塚本　厚志 平26. 6. 1
     非常勤:   27
     (薬      27)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15702-01484 イオン薬局野田阪神店〒553-0001 06-6457-6372イオンリテール株式会谷口　正 平20. 8.21調剤 薬局
     大阪市福島区海老江一丁目１番２常　勤:    9社　代表取締役　岡崎 組織変更 現存
     ３号２階 (薬       9)　双一 平26. 8.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15802-01492 春日野薬局　福島店 〒553-0006 06-6467-6677花田　昌弘 出来　睦子 平20.12.17調剤 薬局
     大阪市福島区吉野五丁目１番３号常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平26.12.17
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15902-01518 アイリス薬局 〒553-0006 06-4804-5600株式会社アイリス　代横井　仁一 平21.12. 1調剤 薬局
     大阪市福島区吉野三丁目１番２号常　勤:    6表取締役　横井　仁一 新規 現存
     (薬       6) 平27.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
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  16002-01534 すずらん薬局　福島店〒553-0003 06-6451-3960株式会社ファーマテッ禹　聖子 平22. 2. 1調剤 薬局
     大阪市福島区福島二丁目２番２４常　勤:    1ク　代表取締役　蛭沼 組織変更 現存
     号セイワパレス堂島シティ１階 (薬       1)　創一 平28. 2. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16102-01542 大阪鷺洲さくら薬局 〒553-0002 06-6440-4180クラフト株式会社　代多田　直 平22. 4. 1調剤 薬局
     大阪市福島区鷺洲四丁目３番２３常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     号福島スカイハイツ１０６号 (薬       2) 平28. 4. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16202-01575 大阪中央薬局 〒553-0003 06-6450-8751株式会社　葵調剤　代坂本　克士 平23. 1. 1調剤 薬局
     大阪市福島区福島五丁目６番１６常　勤:    1表取締役　生駒　忠史 新規 現存
     号ラグザ大阪サウスオフィス４Ｆ(薬       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16302-01583 はな薬局　野田店 〒553-0007 06-6467-7087株式会社メディカルプ安立　誠 平23. 2. 1調剤 薬局
     大阪市福島区大開三丁目１番２号常　勤:    1ロジェクト　代表取締 組織変更 現存
     野田パークマンション　１２４号(薬       1)役　安立　誠 平29. 2. 1
     室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16402-01617 サン薬局　野田阪神店〒553-0006 06-6479-3877株式会社ストーン・フ小田島　佳代 平24.12. 1調剤 薬局
     大阪市福島区吉野１丁目１０番１常　勤:    1ィールド　代表取締役 新規 現存
     ３号ＮＴビル１Ｆ (薬       1)　石田　敬宏 平24.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16502-01633 あけぼの薬局　福島店〒553-0003 06-6450-1141株式会社あけぼの関西竹村　裕子 平25. 2. 1調剤 薬局
     大阪市福島区福島７丁目１９番１常　勤:    3　代表取締役　森　あ 組織変更 現存
     １号 (薬       3)かね 平25. 2. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16602-01641 回生薬局 〒553-0002 06-6453-3445株式会社筑後　代表取櫛部　千奈美 平25. 4. 1調剤 薬局
     大阪市福島区鷺洲３丁目１番１号常　勤:    1締役　大神　淳郎 組織変更 現存
     １０３ (薬       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  16702-01658 共創未来　福島薬局 〒553-0006 06-6444-2277株式会社ファーマみら嶋村　光世 平25.11. 1調剤 薬局
     大阪市福島区吉野２丁目９番１７常　勤:    3い　代表取締役　清原 組織変更 現存
     号ＫＨＫコート西野田１Ｆ (薬       3)　陽子 平25.11. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16802-01666 そよ風薬局 〒553-0006 06-6469-8121株式会社ファーマみら松井　栄美 平25.11. 1調剤 薬局
     大阪市福島区吉野３丁目１５番１常　勤:    5い　代表取締役　清原 組織変更 現存
     ６号ロジュマン松原１階 (薬       5)　陽子 平25.11. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16902-01674 ウェーブ薬局　福島店〒553-0002 06-6136-6197ウェーブ薬局株式会社原　康博 平26. 4. 1調剤 薬局
     大阪市福島区鷺洲２丁目１２番２常　勤:    3　代表取締役　中村　 新規 現存
     ０号１Ｆ (薬       3)和憲 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17002-01716 おくたに薬局 〒553-0006 06-6131-6123奥谷　武彦 奥谷　武彦 平26. 8. 1調剤 薬局
     大阪市福島区吉野１丁目２１番９常　勤:    1 継承 現存
     号レジデンスＫ１０１号 (薬       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17102-01732 くるみ薬局 〒553-0001 06-6136-3081ベガファーマ株式会社上林　史和 平27. 3. 1調剤 薬局
     大阪市福島区海老江１丁目２番１常　勤:    5　代表取締役　久野　 新規 現存
     ７号阪神野田駅前ノースサイドビ(薬       5)泰弘 平27. 3. 1
     ル１階 非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17202-01740 プラス薬局 〒553-0003 06-6136-6794有限会社プラス企画　早川　寿子 平27. 4. 1調剤 薬局
     大阪市福島区福島７丁目９番９号常　勤:    2代表取締役　中岡　篤 新規 現存
     １Ｆ (薬       2)俊 平27. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17302-01765 くるみ薬局　福島吉野〒553-0006 06-6464-5000ベガファーマ株式会社竹内　惠子 平28.10. 1調剤 薬局
     店 大阪市福島区吉野五丁目１１番２常　勤:    3　代表取締役　久野　 新規 現存
     ２号永和商事ビル１Ｆ (薬       3)泰弘 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  17402-01773 プラザ薬局　新福島店〒553-0003 06-6455-0088株式会社プラザ薬局　黒木　りくこ 平29. 7. 1調剤 薬局
     大阪市福島区福島５丁目１７番２常　勤:    1代表取締役　小田　典 新規 現存
     １号　池田ビル１階 (薬       1)央 平29. 7. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17502-01781 ななみ薬局 〒553-0002 06-6131-9360有限会社サンライズ・末永　晃 平29.11. 1調剤 薬局
     大阪市福島区鷺洲１丁目７番２９常　勤:    1プランニング　代表取 新規 現存
     号パレットマンション１階 (薬       1)締役　末永　晃 平29.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17602-01799 ハピネス薬局 〒553-0004 06-6445-9677株式会社ＡＫファーマ西　将央 平30. 1. 1調剤 薬局
     大阪市福島区玉川４丁目１３番２常　勤:    2シー　代表取締役　説 新規 現存
     ６号　１Ｆ (薬       2)田　明弘 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17702-01807 コトブキ薬局　福島店〒553-0003 06-6479-2550株式会社ファルシオ　松本　剛 平30. 1. 1調剤 薬局
     大阪市福島区福島四丁目２番３３常　勤:    1代表取締役　木下　茂 組織変更 現存
     号 (薬       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17802-01815 阪神調剤薬局　中之島〒553-0003 06-6442-0068株式会社ファルシオ　森脇　崇晴 平30. 1. 1調剤 薬局
     店 大阪市福島区福島３丁目１番３９常　勤:    1代表取締役　木下　茂 組織変更 現存
     号メリヤス会館１０１号室 (薬       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17902-01823 リアン薬局 〒553-0003 06-6442-5252株式会社トラスト　代白岩　かおり 平30. 4. 1調剤 薬局
     大阪市福島区福島一丁目５番１号常　勤:    1表取締役　岡本　謙一 組織変更 現存
     １階 (薬       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18002-01831 かるがも薬局　野田店〒553-0006 06-6136-6274株式会社メディカルか林　容子 平30. 4. 1調剤 薬局
     大阪市福島区吉野５丁目１４番１常　勤:    1るがも　代表取締役　 組織変更 現存
     ７号ロベリア弐番館１Ｆ (薬       1)森　正彦 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18102-01849 日本調剤　大阪福島薬〒553-0003 06-6479-0500日本調剤株式会社　代山内　昭宏 平30. 6. 1調剤 薬局
     局 大阪市福島区福島４丁目２番７６常　勤:    1表取締役　三津原　博 新規 現存
     号１Ｆ (薬       1) 平30. 6. 1
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  18203-00070 イケダ薬局 〒572-0034 072-826-0968長束　鈴子 長束　鈴子 昭38. 8. 1調剤 薬局
     寝屋川市池田南町１番２号 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18303-00427 沢井薬局 〒572-0804 072-821-4955沢井　秀春 沢井　秀春 昭49. 5. 1調剤 薬局
     寝屋川市国守町１２５８番地 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18403-00674 カヤシマ薬局駅前店 〒572-0054 072-826-2290碇　弥栄子 碇　弥栄子 昭52. 6.15調剤 薬局
     寝屋川市下神田町３１番１２号 常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平28. 6.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18503-00724 三和薬局 〒572-0827 072-824-2095里井　冨夫 谷川　衛 昭54. 2. 1調剤 薬局
     寝屋川市萱島本町８－１９　京阪常　勤:    1 新規 現存
     トップセンター (薬       1) 平 6. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18603-00922 第二サンヨー薬局 〒572-0057 072-828-8263西田　惠藏 西田　惠藏 昭58. 8. 1調剤 薬局
     寝屋川市黒原旭町２９番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18703-00963 京阪薬局 〒572-0076 072-827-2027井辺　康夫 井辺　康夫 昭59. 6. 1調剤 薬局
     寝屋川市仁和寺本町四丁目２番３常　勤:    1 新規 現存
     ４号 (薬       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18803-00971 セガミ薬局　香里駅前〒572-0084 072-833-0444株式会社ココカラファ牛島　瞳 昭59. 8. 1調剤 薬局
     店 寝屋川市香里南之町２８番２４－常　勤:    1イン　ヘルスケア　代 新規 現存
     １０３号トーカンマンション香里(薬       1)表取締役　塚本　厚志 平29. 8. 1
     園駅前１階 非常勤:   23
     (薬      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18903-01169 ぽぷら薬局 〒572-0015 072-823-9652株式会社ぽぷら　代表尾髙　里枝 平 3. 1. 1調剤 薬局
     寝屋川市川勝町１１番２８号 常　勤:    9取締役　澤田　昇 移転 現存
     (薬       9) 平30. 1. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19003-01177 創田薬局 〒572-0003 072-834-4322田上　香織 田上　香織 平 3. 3. 1調剤 薬局
     寝屋川市成田南町２０－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 3. 1



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    25 頁

  19103-01193 団地薬局 〒572-0013 072-821-0057有限会社豊野薬品　代樗木　慶子 平 4.10. 1調剤 薬局
     寝屋川市三井が丘四丁目１２番３常　勤:    1表取締役　樗木　慶子 新規 現存
     号 (薬       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19203-01243 コーナン薬局 〒572-0029 072-834-3322株式会社コーナン薬局桝田　さちこ 平 6. 3. 1調剤 薬局
     寝屋川市寿町４７－３５ 常　勤:    1　代表取締役　井上　 新規 現存
     (薬       1)博氏 平30. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19303-01300 寝屋川ケアーズ薬局 〒572-0064 072-827-6635株式会社ケアーズ　代原田　晃司 平 7. 9. 1調剤 薬局
     寝屋川市対馬江東１１番８号対馬常　勤:    4表取締役　岸本　一男 新規 現存
     江ビル１階 (薬       4) 平28. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19403-01425 寝屋川グリーン薬局 〒572-0033 072-828-6072協和医療有限会社　取沖野　いずみ 平 9. 8. 1調剤 薬局
     寝屋川市池田東町８番１２号アド常　勤:    2締役　吉本　明寿 継承 現存
     ラー第２ビル１０１ (薬       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19503-01441 カエデ薬局 〒572-0827 072-825-7001株式会社カエデ薬局　山下　恭子 平 9.12. 1調剤 薬局
     寝屋川市萱島本町５番１３号 常　勤:    1代表取締役　津上　亮 新規 現存
     (薬       1)平 平27.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19603-01458 サンヨー薬局 〒572-0035 072-829-3292船曳　南美江 三浦　志保 平 9.12. 1調剤 薬局
     寝屋川市池田旭町２４番３２号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19703-01466 秦漢方薬局 〒572-0002 072-833-1868秦　雅子 秦　雅子 平 9.10.22調剤 薬局
     寝屋川市成田東が丘４２番２号 常　勤:    1 移転 現存
     (薬       1) 平24.10.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19803-01474 カタノ薬局 〒572-0837 072-824-7780有限会社サン藤阪調剤比嘉　佐和子 平10. 3. 1調剤 薬局
     寝屋川市早子町２０番２３号 常　勤:    1薬局　代表取締役　森 新規 現存
     (薬       1)　敬子 平28. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  19903-01532 末広薬局 〒572-0009 072-837-6008城田　浩一 城田　浩一 平11. 6. 1調剤 薬局
     寝屋川市末広町３番２１号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20003-01581 ぽぷら薬局さくら店 〒572-0028 072-837-7150株式会社　ぽぷら　代山﨑　範子 平11.11. 1調剤 薬局
     寝屋川市日新町６番１３号 常　勤:    3表取締役　澤田　昇 新規 現存
     (薬       3) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20103-01607 めぐみ薬局 〒572-0004 072-837-6700有限会社　めぐみ薬局井川　智恵 平12. 1. 1調剤 薬局
     寝屋川市成田町２５番１号 常　勤:    2　代表取締役　澤田　 組織変更 現存
     (薬       2)昇 平30. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20203-01672 銀明堂薬局　寝屋川駅〒572-0838 072-880-1880有限会社銀明堂薬局　島　京平 平13. 8. 1調剤 薬局
     前店 寝屋川市八坂町１５番８号中川ビ常　勤:    5代表取締役　島　修三 新規 現存
     ル１階 (薬       5) 平25. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20303-01698 土佐薬局 〒572-0022 072-834-0404有限会社ケイエムサー林　道 平14. 2. 1調剤 薬局
     寝屋川市緑町１９番１号　土佐ビ常　勤:    1ビス　代表取締役　林 組織変更 現存
     ル１階 (薬       1)　道廣 平26. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20403-01771 みのる薬局 〒572-0831 072-811-5121株式会社ミノル　代表小縣　史子 平15. 1. 1調剤 薬局
     寝屋川市豊野町１３番７号 常　勤:    3取締役　小縣　史子 新規 現存
     (薬       3) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20503-01847 キリン堂薬局　東寝屋〒572-0857 072-811-5551株式会社キリン堂　代土居　卓人 平15. 9. 1調剤 薬局
     川店 寝屋川市打上中町１１番６号 常　勤:    2表取締役　寺西　豊彦 移転 現存
     (薬       2) 平27. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20603-01854 いけだ薬局 〒572-0858 072-823-7210池田　亮 池田　亮 平15.11. 1調剤 薬局
     寝屋川市打上元町１１番２２号 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平27.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
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  20703-01862 そうごう薬局 〒572-0015 072-820-7301総合メディカル株式会狩野　崇 平15.12. 1調剤 薬局
     寝屋川市川勝町８番１号 常　勤:    3社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       3)　賢治 平27.12. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20803-01888 新町中央薬局 〒572-0085 072-831-7421有限会社新町中央薬局山下　えり子 平16. 3. 1調剤 薬局
     寝屋川市香里新町１８番１６号 常　勤:    2　代表取締役　山下　 組織変更 現存
     (薬       2)えり子 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20903-01912 アピス薬局　寝屋川店〒572-0838 072-830-3871株式会社アピスファー牧野　祐介 平16. 7.20調剤 薬局
     寝屋川市八坂町２９番２号アイミ常　勤:    4マシー　代表取締役　 移転 現存
     ナール八坂１階 (薬       4)川越　敏章 平28. 7.20
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21003-01938 アール薬局 〒572-0838 072-820-8291有限会社アール　代表奥田　育子 平17. 6. 6調剤 薬局
     寝屋川市八坂町１４番１０号　北常　勤:    3取締役　稲田　増美 移転 現存
     平ビル１階 (薬       3) 平29. 6. 6
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21103-01946 ＯＧＰ薬局　萱島店 〒572-0829 072-801-8611株式会社　オージープ杉長　幸代 平17. 6.20調剤 薬局
     寝屋川市萱島信和町２１番３２号常　勤:    5ラン　代表取締役　横 移転 現存
     (薬       5)山　亮一 平29. 6.20
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21203-01961 コーナン薬局 〒572-0085 072-837-5721株式会社コーナン薬局海老澤　佳子 平18. 3. 1調剤 薬局
     寝屋川市香里新町１２番１２号 常　勤:    3　代表取締役　井上　 新規 現存
     (薬       3)博氏 平30. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21303-01995 ファルコはやぶさ薬局〒572-0066 072-801-7439株式会社ファルコファ三星　雄紀 平18. 4. 1調剤 薬局
     　寝屋川店 寝屋川市仁和寺町３１－５４－１常　勤:    1ーマシーズ　代表取締 新規 現存
     ０１ (薬       1)役　松原　宣正 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  21403-02001 アイ薬局　寝屋川店 〒572-0081 072-837-6333有限会社イーストレイ 平18. 4. 1調剤 薬局
     寝屋川市東香里園町２９番１０号常　勤:    1ク　代表取締役　米田 新規 現存
     (薬       1)　眞理子 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21503-02019 シンバシ薬局 〒572-0051 072-839-7011株式会社シンバシ薬局川上　雅之 平18. 9. 1調剤 薬局
     寝屋川市高柳二丁目２２番８号 常　勤:    3　代表取締役　谷口　 組織変更 現存
     (薬       3)辰也 平24. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21603-02027 カトウ薬局 〒572-0048 072-826-0412株式会社カトウ薬局　加藤　克彦 平18.10. 1調剤 薬局
     寝屋川市大利町５番５号 常　勤:    2代表取締役　加藤　克 組織変更 現存
     (薬       2)彦 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21703-02050 ドクトル薬局 〒572-0062 072-801-8282有限会社ドクトル　代遠矢　友美子 平20. 6. 1調剤 薬局
     寝屋川市高柳栄町９番３号 常　勤:    2表取締役　岡村　佳彦 移転 現存
     (薬       2) 平26. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21803-02100 ヤマモト薬局 〒572-0082 072-831-2457山本　かづ代 山本　かづ代 平21. 4. 1調剤 薬局
     寝屋川市香里本通町９番１７号 常　勤:    2 移転 現存
     (薬       2) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21903-02118 スギ薬局　寝屋川黒原〒572-0059 072-801-9055株式会社スギ薬局　代小川　智子 平21. 6. 1調剤 薬局
     店 寝屋川市黒原新町９番１号 常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平27. 6. 1
     非常勤:   23
     (薬      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22003-02126 スギ薬局　寝屋川萱島〒572-0824 072-825-7233株式会社スギ薬局　代中山　恵成 平21. 9. 1調剤 薬局
     店 寝屋川市萱島東三丁目１７番８号常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平27. 9. 1
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  22103-02142 イーグル薬局 〒572-0833 072-822-4189株式会社エイシン　代南井　英司 平22. 1. 1調剤 薬局
     寝屋川市初町２番１１号グリュッ常　勤:    3表取締役　南井　英司 移転 現存
     クビル　１０１ (薬       3) 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22203-02159 きららみらい薬局 〒572-0022 072-837-2825株式会社Ｊ．みらいメ尾北　登紀子 平22. 1. 1調剤 薬局
     寝屋川市緑町４３番１５号 常　勤:    5ディカル　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       5)　串田　ゆか 平28. 1. 1
     非常勤:   18
     (薬      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22303-02167 きららみらい薬局 〒572-0811 072-825-2755株式会社Ｊ．みらいメ三木　麻衣子 平22. 1. 1調剤 薬局
     寝屋川市楠根南町２８番１２号フ常　勤:    2ディカル　代表取締役 組織変更 現存
     ミハイツ１階 (薬       2)　串田　ゆか 平28. 1. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22403-02175 きららみらい薬局 〒572-0042 072-830-3015株式会社Ｊ．みらいメ栗原　千賀子 平22. 1. 1調剤 薬局
     寝屋川市東大利町１１番１３号 常　勤:    3ディカル　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       3)　串田　ゆか 平28. 1. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22503-02183 きららみらい薬局 〒572-0834 072-811-5095株式会社Ｊ．みらいメ森　彩花 平22. 1. 1調剤 薬局
     寝屋川市昭栄町１１番２８号 常　勤:    2ディカル　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       2)　串田　ゆか 平28. 1. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22603-02191 きららみらい薬局 〒572-0836 072-811-5655株式会社Ｊ．みらいメ南　恵理子 平22. 1. 1調剤 薬局
     寝屋川市木田町４番４５号 常　勤:    1ディカル　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       1)　串田　ゆか 平28. 1. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22703-02209 アピス薬局　香里店 〒572-0084 072-802-5081株式会社アピスファー阪上　恵子 平22. 1. 1調剤 薬局
     寝屋川市香里南之町２７番３０号常　勤:    4マシー　代表取締役　 組織変更 現存
     長楽ビル１階 (薬       4)川越　敏章 平28. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  22803-02217 ヒノデ薬局 〒572-0837 072-822-0078株式会社メディプラン吉川　秀之 平22. 3. 1調剤 薬局
     寝屋川市早子町２番２３号 常　勤:    7　代表取締役　藤田　 組織変更 現存
     (薬       7)敏 平28. 3. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22903-02225 ドクトル薬局 〒572-0043 072-839-0290株式会社恭典　代表取秋 　大輔 平22. 4. 1調剤 薬局
     寝屋川市錦町１８番１８号 常　勤:    2締役　岡本　恭典 新規 現存
     (薬       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23003-02241 サンプラザ薬局高柳 〒572-0050 072-828-7679株式会社サンプラザ加松田　務 平22. 7. 5調剤 薬局
     寝屋川市黒原城内町１２番３号 常　勤:    3地　代表取締役　加地 移転 現存
     (薬       3)　尚子 平28. 7. 5
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23103-02266 さくら薬局　寝屋川南〒572-0826 072-803-7331クラフト株式会社　代溝口　志織 平22. 9. 1調剤 薬局
     水苑店 寝屋川市南水苑町１６番１３号 常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 新規 現存
     (薬       2) 平28. 9. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23203-02274 きららみらい薬局 〒572-0858 072-822-3636株式会社Ｊ．みらいメ矢倉　智昭 平23. 1. 1調剤 薬局
     寝屋川市打上元町１６番１号 常　勤:    2ディカル　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       2)　串田　ゆか 平29. 1. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23303-02308 阪神調剤薬局　寝屋川〒572-0837 072-811-3922株式会社阪神調剤薬局今岡　唯 平23. 4. 1調剤 薬局
     店 寝屋川市早子町２－２１早子町オ常　勤:    3　代表取締役　岩崎　 新規 現存
     オヨドビル１階１０１号室 (薬       3)壽毅 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23403-02324 プラザ薬局 〒572-0042 072-839-0500株式会社ハピネス　代平岩　福培 平23. 7. 1調剤 薬局
     寝屋川市東大利町１３番１８号 常　勤:    1表取締役　平岩　福培 組織変更 現存
     (薬       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  23503-02340 はるか薬局 〒572-0061 072-830-3090株式会社エムプラン　中山　裕之 平23.12. 1調剤 薬局
     寝屋川市長栄寺町６－１ 常　勤:    2代表取締役　湊　眞 移転 現存
     (薬       2) 平29.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23603-02357 日本調剤　寝屋川西薬〒572-0042 072-801-0153日本調剤株式会社　代野村　紫保 平24. 5. 1調剤 薬局
     局 寝屋川市東大利町９－１１ 常　勤:    3表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       3) 平30. 5. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23703-02365 つかさ薬局 〒572-0076 072-830-5111株式会社テンユー　代平田　登喜子 平24. 5. 1調剤 薬局
     寝屋川市仁和寺本町３丁目３－２常　勤:    1表取締役　天井　雄司 移転 現存
     ３ (薬       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23803-02373 かじた調剤薬局 〒572-0837 072-800-8131株式会社かじたコーポ梶田　陽之 平24. 7. 1調剤 薬局
     寝屋川市早子町２－１９グランツ常　勤:    1レーション　代表取締 新規 現存
     寝屋川１階 (薬       1)役社長　梶田　陽之 平24. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23903-02407 クオール薬局香里園テ〒572-0082 072-831-0280クオール株式会社　代遠藤　貴大 平24. 7. 1調剤 薬局
     ラス店 寝屋川市香里本通町８－４かほり常　勤:    5表取締役　中村　敬 組織変更 現存
     まちテラス２０１ (薬       5) 平24. 7. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24003-02415 ファルコはやぶさ薬局〒572-0042 072-800-8127株式会社ファルコファ上尾　早織 平24. 9. 1調剤 薬局
     　寝屋川市駅前店 寝屋川市東大利町２－１０丸喜ビ常　勤:    2ーマシーズ　代表取締 新規 現存
     ルヂィング１階 (薬       2)役　松原　宣正 平24. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24103-02423 スギ薬局　東香里店 〒572-0801 072-811-5222株式会社スギ薬局　代多田　計治 平24. 9. 1調剤 薬局
     寝屋川市寝屋１丁目２－８ 常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平24. 9. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  24203-02449 そうごう薬局　寝屋南〒572-0855 072-825-7211総合メディカル株式会牛尾　真奈美 平25. 4. 1調剤 薬局
     店 寝屋川市寝屋南２丁目１４－６ 常　勤:    2社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       2)　賢治 平25. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24303-02456 くすのき　調剤薬局 〒572-0029 072-831-7566グリーンファーマシー平間　孝治 平25. 5. 1調剤 薬局
     寝屋川市寿町２８－１ 常　勤:    2株式会社　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　古川　健一郎 平25. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24403-02464 クオール薬局　寝屋川〒572-0029 072-834-0089クオール株式会社　代大住　智子 平25. 8. 1調剤 薬局
     店 寝屋川市寿町５７番１１号 常　勤:    4表取締役　中村　敬 新規 現存
     (薬       4) 平25. 8. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24503-02480 あおぞら薬局　香里園〒572-0082 072-834-0851ロングライフメディカ東　壽美子 平25.11. 1調剤 薬局
     店 寝屋川市香里本通町１０番２２号常　勤:    3ル株式会社　代表取締 新規 現存
     (薬       3)役　五反　浩志 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24603-02498 かえる薬局 〒572-0033 072-814-8558株式会社シグマプラス荒川　ひろみ 平26. 1. 1調剤 薬局
     寝屋川市池田東町７番７号 常　勤:    1　代表取締役　小川　 新規 現存
     (薬       1)健太郎 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24703-02506 サン薬局　寝屋南店 〒572-0855 072-823-3400株式会社ストーン・フ大伴　力 平26. 5. 1調剤 薬局
     寝屋川市寝屋南２丁目１－１４寝常　勤:    2ィールド　代表取締役 新規 現存
     屋南総合ビル１Ｆ (薬       2)　石田　敬宏 平26. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24803-02514 あんず薬局　香里園店〒572-0082 072-833-7400有限会社エステート杏八代醍　恵子 平26. 5. 1調剤 薬局
     寝屋川市香里本通町８－１－１０常　勤:    1　取締役　伊藤　寛 新規 現存
     ４ (薬       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  24903-02522 くるみ薬局 〒572-0837 072-811-0009ベガファーマ株式会社毛原　伊紗男 平26. 4. 1調剤 薬局
     寝屋川市早子町３－４８ 常　勤:    3　代表取締役　久野　 移転 現存
     (薬       3)泰弘 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25003-02548 おおぞら薬局 〒572-0062 072-813-5085株式会社シグマプラス伊藤　和正 平26. 8. 1調剤 薬局
     寝屋川市高柳栄町４－２ 常　勤:    1　代表取締役　小川　 新規 現存
     (薬       1)健太郎 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25103-02555 アカカベ薬局　大利店〒572-0032 072-830-0930株式会社アカカベ　代田中　義人 平26. 8. 1調剤 薬局
     寝屋川市北大利町１２－８ヴィド常　勤:    1表取締役　皆川　友夫 組織変更 現存
     ールＳＯＮＯビル１階 (薬       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25203-02571 オリーブ薬局 〒572-0084 072-837-2001株式会社ＫＮファーマ大浦　祥之 平26.11. 1調剤 薬局
     寝屋川市香里南之町１９－３１ 常　勤:    1シー　代表取締役　福 組織変更 現存
     (薬       1)永　浩之 平26.11. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25303-02589 常盤漢方薬局 〒572-0042 072-838-8200合同会社ヒロネット　籔下　裕之 平26.12. 1調剤 薬局
     寝屋川市東大利町２４０－２１ 常　勤:    1代表社員　籔下　裕之 組織変更 現存
     (薬       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25403-02597 ハート薬局 〒572-0085 072-835-0868株式会社Ｈ＆Ｓ　代表川浪　久博 平27. 1. 1調剤 薬局
     寝屋川市香里新町２６－３ 常　勤:    3取締役　川浪　久博 組織変更 現存
     (薬       3) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25503-02605 エイト薬局 〒572-0082 072-802-3218株式会社Ｈ＆Ｓ　代表川浪　智子 平27. 4. 1調剤 薬局
     寝屋川市香里本通町８－４ 常　勤:    1取締役　川浪　久博 新規 現存
     (薬       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25603-02613 サエラ薬局　寝屋川店〒572-0832 072-824-7011株式会社サエラ　代表宮城　良仁 平27. 4. 1調剤 薬局
     寝屋川市本町２５－２１トヨノマ常　勤:    1取締役　小池　由久 新規 現存
     ンションＤ館１階 (薬       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
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  25703-02621 サンドラッグ東香里薬〒572-0801 072-823-2030株式会社サンドラッグ三好　正人 平27. 5. 1調剤 薬局
     局 寝屋川市寝屋１丁目４－１ 常　勤:    1　代表取締役　赤尾　 新規 現存
     (薬       1)主哉 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25803-02639 かりん薬局 〒572-0030 072-801-8701髙橋　達也 髙橋　達也 平27. 7. 1調剤 薬局
     寝屋川市池田本町３０－２ 常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25903-02647 大野薬局 〒572-0019 072-834-3486株式会社大野薬局　代大野　裕子 平27. 9. 1調剤 薬局
     寝屋川市三井南町２０－１６ 常　勤:    3表取締役　大野　順太 組織変更 現存
     (薬       3)郎 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26003-02654 ぽぷら薬局　あおい店〒572-0013 072-802-7730株式会社ぽぷら　代表山本　京 平27.10.13調剤 薬局
     寝屋川市三井が丘３丁目１６－７常　勤:    2取締役　澤田　昇 移転 現存
     (薬       2) 平27.10.13
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26103-02662 幸生堂薬局 〒572-0046 072-830-1800株式会社ヘルシーワー淺田　美有紀 平27.10.29調剤 薬局
     寝屋川市成美町１－１０ 常　勤:    3ク　代表取締役　福本 移転 現存
     (薬       3)　康幸 平27.10.29
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26203-02670 アイン薬局　寝屋川店〒572-0039 072-813-5561株式会社アインファー石田　知丈 平27.11. 1調剤 薬局
     寝屋川市池田１丁目１４－１２ 常　勤:    5マシーズ　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       5)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26303-02688 アイン薬局　香里園店〒572-0082 072-837-3810株式会社アインファー竹村　圭史 平27.11. 1調剤 薬局
     寝屋川市香里本通町８－４－２０常　勤:    3マシーズ　代表取締役 組織変更 現存
     ２，２０３ (薬       3)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  26403-02696 ウエルシア薬局寝屋川〒572-0858 072-880-2239ウエルシア薬局株式会間瀬　勝美 平27.12. 1調剤 薬局
     打上店 寝屋川市打上元町２０－３ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 組織変更 現存
     (薬       1)　秀晴 平27.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26503-02712 はな薬局　寝屋川店 〒572-0028 072-831-8600有限会社まりもメディ村岡　記江 平28. 1. 1調剤 薬局
     寝屋川市日新町１－１２ 常　勤:    1カルコーポレーション 新規 現存
     (薬       1)　代表取締役　田坂　 平28. 1. 1
     非常勤:    2敬介
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26603-02720 竹内薬局　寝屋川店 〒572-0848 072-820-5800株式会社竹内調剤薬局西野　孝啓 平28. 1. 1調剤 薬局
     寝屋川市秦町１５－２ 常　勤:    7　代表取締役　竹内　 新規 現存
     (薬       7)稔 平28. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26703-02738 オハナ薬局　萱島駅前〒572-0827 072-824-8777株式会社マウントフィ畠山　慶子 平28. 2. 1調剤 薬局
     店 寝屋川市萱島本町１７－１８深田常　勤:    1ールド　代表取締役　 新規 現存
     ビル１階 (薬       1)畠山　桂 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26803-02746 スギ薬局　香里西店 〒572-0089 072-800-6414株式会社スギ薬局　代谷口　日和 平28. 2. 1調剤 薬局
     寝屋川市香里西之町４－９ 常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平28. 2. 1
     非常勤:   27
     (薬      27)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26903-02753 スギ薬局　寝屋川木田〒572-0822 072-803-6636株式会社スギ薬局　代細見　尚世 平28. 7. 1調剤 薬局
     店 寝屋川市木田元宮一丁目２０番１常　勤:    1表取締役　榊原　栄一 新規 現存
     号 (薬       1) 平28. 7. 1
     非常勤:   21
     (薬      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27003-02761 幸生堂薬局 〒572-0042 072-830-0888株式会社ヘルシーワー今 　俊介 平28. 9. 1調剤 薬局
     寝屋川市東大利町６番１２号 常　勤:    2ク　代表取締役　福本 新規 現存
     (薬       2)　康幸 平28. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  27103-02779 スギ薬局　寝屋川成美〒572-0046 072-800-3032株式会社スギ薬局　代西尾　美麗 平29. 2. 1調剤 薬局
     店 寝屋川市成美町２８番３号 常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27203-02787 櫻十字薬局　香里園店〒572-0082 072-802-4777株式会社ファルマセレ兼古　里美 平30. 4. 1調剤 薬局
     寝屋川市香里本通町１０－１４龍常　勤:    2ッソ　代表取締役　兼 新規 現存
     宝マンション１０１号 (薬       2)古　里美 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27304-00458 境川薬局 〒552-0014 06-6572-1956有限会社境川薬局　代山野　謙介 昭37.11. 1調剤 薬局
     大阪市港区八幡屋一丁目３番１６常　勤:    3表取締役　山野　謙介 新規 現存
     号 (薬       3) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27404-00516 寿薬局 〒552-0014 06-6571-3984有限会社壽薬局　取締濵﨑　美佳 昭46. 8. 1調剤 薬局
     大阪市港区八幡屋二丁目１５番１常　勤:    1役　濵﨑　美佳 新規 現存
     号 (薬       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27504-00623 桑田薬局 〒552-0012 06-6571-3037桑田　逸子 桑田　逸子 昭51. 8. 1調剤 薬局
     大阪市港区市岡１－１３－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27604-00870 キョウエイ調剤薬局 〒552-0007 06-6577-7007有限会社ドラッグ・ワ森口　かすみ 平 6. 3. 1調剤 薬局
     大阪市港区弁天２－１－８弁天コ常　勤:    1イ・アンド・エム　代 移転 現存
     ーポ１１３号 (薬       1)表取締役　皆木　義郎 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27704-01019 エンド薬局 〒552-0012 06-6571-2510有限会社　エンド薬局遠藤　克代 平11. 4.23調剤 薬局
     大阪市港区市岡一丁目４番２２号常　勤:    2　代表取締役　遠藤　 組織変更 現存
     (薬       2)克代 平29. 4.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27804-01076 イキミ薬局 〒552-0016 06-6577-2301有限会社　イキミファ多井　美香 平12. 5. 1調剤 薬局
     大阪市港区三先二丁目１３番２５常　勤:    1ーマシー　代表取締役 移転 現存
     号 (薬       1)　五十君　壮平 平30. 5. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  27904-01092 ドレミ薬局 〒552-0004 06-4395-4649アップデート株式会社辻　美也子 平12. 9. 1調剤 薬局
     大阪市港区夕凪二丁目１６番９号常　勤:    3　代表取締役　田中　 新規 現存
     ポートビル１階 (薬       3)博来 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28004-01118 コトブキ薬局港店 〒552-0021 06-6599-1144株式会社阪神調剤薬局池田　友美 平12.10. 1調剤 薬局
     大阪市港区築港三丁目５番１号興常　勤:    2　代表取締役　岩崎　 新規 現存
     福第２ビル１階 (薬       2)壽毅 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28104-01126 うしお薬局 〒552-0021 06-6599-7137有限会社　すみれメデ鮫島　敦子 平13. 1. 1調剤 薬局
     大阪市港区築港一丁目１４番２号常　勤:    5ィカル　取締役　伊藤 新規 現存
     (薬       5)　寛 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28204-01134 イキミ薬局港晴南店 〒552-0023 06-6599-6811有限会社イキミファー田村　悦子 平13. 4. 1調剤 薬局
     大阪市港区港晴一丁目１番２４号常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)五十君　壮平 平25. 4. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28304-01142 イキミ薬局港晴北店 〒552-0023 06-6599-6888有限会社イキミファー高見　哲史 平13. 5. 1調剤 薬局
     大阪市港区港晴三丁目１７番２号常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)五十君　壮平 平25. 5. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28404-01175 そうごう薬局 〒552-0012 06-6573-1861総合メディカル株式会丹羽　ちぐさ 平14.11. 1調剤 薬局
     大阪市港区市岡一丁目１５番６号常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平26.11. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28504-01183 イキミ薬局　中央体育〒552-0023 06-6599-6855有限会社イキミファー 平15. 4. 1調剤 薬局
     店 大阪市港区港晴三丁目１番１１号常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)五十君　壮平 平27. 4. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28604-01191 コスモス薬局 〒552-0007 06-6571-5620有限会社ツインズ　代谷口　秀明 平15. 7. 1調剤 薬局
     大阪市港区弁天二丁目２番９号勝常　勤:    1表取締役　谷口　秀明 組織変更 現存
     本ビル１階 (薬       1) 平27. 7. 1
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  28704-01209 みずさき薬局 〒552-0021 06-6574-6300有限会社健康科学研究三島　 一郎 平15.10. 1調剤 薬局
     大阪市港区築港一丁目１４番３号常　勤:    1所　取締役　三島　隆 新規 現存
     港ビル１階 (薬       1)一郎 平27.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28804-01233 セガミ薬局　弁天町店〒552-0007 06-6572-5351株式会社ココカラファ末国　章子 平18. 9. 1調剤 薬局
     大阪市港区弁天一丁目３番３号ク常　勤:    1イン　ヘルスケア　代 新規 現存
     ロスシティ弁天町３階 (薬       1)表取締役　塚本　厚志 平24. 9. 1
     非常勤:   30
     (薬      30)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28904-01258 八幡屋薬局 〒552-0014 06-6571-3893山口　裕 山口　裕 平18. 9.17調剤 薬局
     大阪市港区八幡屋一丁目１６番１常　勤:    2 継承 現存
     ４号 (薬       2) 平24. 9.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29004-01266 朝潮橋駅前薬局 〒552-0015 06-6573-3901宮浦　誠 神藤　昭裕 平19. 2. 1調剤 薬局
     大阪市港区池島一丁目１番１８号常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29104-01282 テイコク薬局 〒552-0007 06-6577-1520株式会社テイコク製薬伊東　和子 平19. 3.11調剤 薬局
     大阪市港区弁天一丁目２番４－２常　勤:    1社　代表取締役　畠山 移転 現存
     ００号ベイタワーウェスト２階 (薬       1)　兼一郎 平25. 3.11
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29204-01316 青葉薬局　なみよけ店〒552-0001 06-6584-7799株式会社広洋システム赤坂　実与子 平20.11. 1調剤 薬局
     大阪市港区波除三丁目３番１３号常　勤:    1　代表取締役　赤坂　 新規 現存
     (薬       1)正知 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29304-01324 三和薬局 〒552-0016 06-6573-2838株式会社三和薬局　代小山　憲子 平21. 3. 1調剤 薬局
     大阪市港区三先一丁目１０番２２常　勤:    1表取締役　小山　憲子 移転 現存
     号 (薬       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29404-01332 イキミ薬局　弁天町店〒552-0007 06-6599-6833有限会社イキミファー飯田　建司 平21. 6. 1調剤 薬局
     大阪市港区弁天四丁目１３番１０常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     号福池マンション１Ｆ (薬       1)五十君　壮平 平27. 6. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  29504-01340 バード薬局 〒552-0004 06-6573-8080株式会社バードファー鳥居　泰宏 平22. 9. 1調剤 薬局
     大阪市港区夕凪二丁目１７番５号常　勤:    3マシー　代表取締役　 新規 現存
     　辻産業ビル１階 (薬       3)鳥居　泰宏 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29604-01373 廣田漢方堂薬局 〒552-0007 06-6573-3989株式会社　スリースタ廣田　三知郎 平24. 5. 1調剤 薬局
     大阪市港区弁天４丁目５番１号　常　勤:    1ーファーマ　代表取締 移転 現存
     １階 (薬       1)役　廣田　三知郎 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29704-01381 元気薬局　波除店 〒552-0001 06-6581-5316株式会社プチファーマ山村　純代 平24.10. 1調剤 薬局
     大阪市港区波除３丁目４番２３号常　勤:    1シスト　代表取締役　 組織変更 現存
     １階 (薬       1)柳生　美江 平24.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29804-01399 フォーユー薬局　朝潮〒552-0014 06-6616-9733株式会社フォーユーメ田頭　恵美 平25. 7. 1調剤 薬局
     橋店 大阪市港区八幡屋１丁目１１番１常　勤:    2ディカル　代表取締役 新規 現存
     ０号シカタビル１階 (薬       2)　佐伯　光 平25. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29904-01407 みなと調剤薬局 〒552-0014 06-6599-8490有限会社　境川薬局　吉岡　昌平 平25. 7. 1調剤 薬局
     大阪市港区八幡屋１丁目１０番１常　勤:    4代表取締役　山野　謙 新規 現存
     ４号１階 (薬       4)介 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30004-01415 タネヤ薬局 〒552-0004 06-6571-1111半田　真由美 半田　真由美 平26. 7. 1調剤 薬局
     大阪市港区夕凪１丁目５番２１号常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30104-01423 なぎさ薬局 〒552-0003 06-4395-7600一般社団法人大阪ファ小野　尚美 平26. 8. 1調剤 薬局
     大阪市港区磯路３丁目３番３号　常　勤:    5ルマプラン　理事長　 組織変更 現存
     １階 (薬       5)廣田　憲威 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30204-01431 コトブキ薬局　夕凪店〒552-0004 06-6599-0041株式会社コトブキ薬局鈴木　理恵 平27. 4. 1調剤 薬局
     大阪市港区夕凪２丁目１番７号１常　勤:    1　代表取締役　鈴木　 組織変更 現存
     Ｆ (薬       1)理恵 平27. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    40 頁

  30304-01449 弁天薬局 〒552-0016 06-6576-5200株式会社コトブキ薬局遠山　未奈 平27.10. 1調剤 薬局
     大阪市港区三先１丁目１０番２８常　勤:    1　代表取締役　鈴木　 新規 現存
     号サンファミリー三先ＰＡＲＴ２(薬       1)理恵 平27.10. 1
     　１階 非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30404-01456 ウキジマ薬局 〒552-0014 06-6575-3955高木　伸 高木　伸 平28. 2. 1調剤 薬局
     大阪市港区八幡屋１丁目１５番１常　勤:    2 継承 現存
     号 (薬       2) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30504-01464 磯路薬局 〒552-0003 06-7506-2908常松　美和 常松　美和 平28. 5. 1調剤 薬局
     大阪市港区磯路三丁目１６番１号常　勤:    1 新規 現存
     　髙瀬磯路ビル１階 (薬       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30604-01498 オレンジ薬局 〒552-0014 06-6567-9850株式会社Ｃｈｅｅｒ　栗本　高康 平29. 3. 1調剤 薬局
     大阪市港区八幡屋一丁目１２番７常　勤:    1ｕｐ　代表取締役　重 新規 現存
     号　１Ｆ (薬       1)高　寛司 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30704-01506 大家薬局 〒552-0007 06-6573-8704株式会社オレンジファ大家　理 平29. 7. 1調剤 薬局
     大阪市港区弁天２丁目１番８号　常　勤:    1ーマシー　代表取締役 組織変更 現存
     １０１ (薬       1)　柳生　美江 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30805-00216 大谷薬局 〒594-0071 0725-41-4830大谷　美智代 大谷　美智代 昭43. 9. 1調剤 薬局
     和泉市府中町七丁目１番３号 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30905-00471 辻中薬局 〒594-0013 0725-43-6172辻中　照幸 辻中　康幸 昭55. 7. 1調剤 薬局
     和泉市鶴山台２－１鶴山台団地４常　勤:    1 現存
     －１０５ (薬       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31005-00489 宮地薬局 〒594-1153 0725(56)0492宮地　憲市 井之上　由美子 昭56.11. 6調剤 薬局
     和泉市青葉台二丁目１６番７号 常　勤:    4 現存
     (薬       4) 平29.11. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31105-00638 松安堂薬局 〒594-1105 0725-53-3573早田　美津子 早田　美津子 平元. 3. 1調剤 薬局
     和泉市のぞみ野３－１０－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  31205-00679 みどり薬局 〒594-0076 0725-43-1012株式会社　みどり薬局山本　尚史 平 3.11. 1調剤 薬局
     和泉市肥子町一丁目１０番３７号常　勤:   10　代表取締役　藤原　 移転 現存
     (薬      10)秀作 平24.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31305-00752 すみれ薬局 〒594-0003 0725-43-8780株式会社　ケアファー山下　健史 平 6. 8. 1調剤 薬局
     和泉市太町１５８－１８ 常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)辻　勝 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31405-00828 すずらん薬局 〒594-0071 0725-45-2147有限会社了戒　代表取六尾　剛 平 9. 7. 1調剤 薬局
     和泉市府中町七丁目２番５号ロイ常　勤:    1締役　了戒　正則 新規 現存
     ヤルフラット和泉１階 (薬       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31505-00836 キモト薬局 〒594-0065 0725-46-5036木本　健太 木本　健太 平10. 2. 1調剤 薬局
     和泉市観音寺町８４２番地の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31605-00844 ポパイ薬局 〒594-0073 0725-40-3132有限会社ポパイ薬局　辻岡　幹夫 平10. 4. 1調剤 薬局
     和泉市和気町二丁目１０番１号 常　勤:    2代表取締役　辻岡　幹 新規 現存
     (薬       2)夫 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31705-00869 あおば薬局 〒594-0071 0725-40-3883エイチ・エム・シー有南　照孝 平10. 7. 1調剤 薬局
     和泉市府中町四丁目４番１９号 常　勤:    3限会社　代表取締役　 新規 現存
     (薬       3)兼貞　輝人 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31805-00935 ヨシダ薬局 〒594-0063 0725-40-3789有限会社ヨシダ薬局　濱田　都子 平11. 6.23調剤 薬局
     和泉市今福町一丁目３番６号 常　勤:    1代表取締役　吉田　学 組織変更 現存
     (薬       1) 平29. 6.23
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  31905-00950 トーク薬局 〒594-0071 0725-40-4414藤原　教陽 藤原　教陽 平12. 1. 1調剤 薬局
     和泉市府中町七丁目３番２１号第常　勤:    1 新規 現存
     一浅井ビル１０３ (薬       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32005-00968 いぶき野薬局 〒594-0041 0725-50-5689有限会社　ヨシダ薬局大倉　弘嗣 平12.11. 1調剤 薬局
     和泉市いぶき野二丁目９番３号 常　勤:    3　代表取締役　吉田　 新規 現存
     (薬       3)学 平24.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32105-00976 オガワ薬局 〒594-0004 0725-45-8218株式会社オガワ薬幸堂小川　卓男 平14. 7.29調剤 薬局
     和泉市王子町二丁目１１番３９号常　勤:    2　代表取締役　小川　 移転 現存
     カームネスハイツ１階 (薬       2)幸男 平26. 7.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32205-00984 ハロースマイル薬局 〒594-0031 0725-57-6188有限会社太陽堂　取締村田　雅行 平14.10. 1調剤 薬局
     和泉市伏屋町三丁目７番３４号 常　勤:    3役　村田　恵里美 新規 現存
     (薬       3) 平26.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32305-01008 タイコー堂薬局　和泉〒594-0062 0725-40-2466株式会社タイコー堂薬奥　キヨ子 平15. 6. 1調剤 薬局
     店 和泉市寺田町一丁目３番４４号 常　勤:    2局本店　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)大島　浩一郎 平27. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32405-01032 和泉中央薬局 〒594-0041 0725-57-0330有限会社萩原　代表取井上　登紀子 平15. 5. 3調剤 薬局
     和泉市いぶき野四丁目５番エコー常　勤:    2締役　井上　登紀子 移転 現存
     ル和泉北館１階 (薬       2) 平27. 5. 3
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32505-01040 ツバキ薬局 〒594-1105 0725-55-8122株式会社ツバキファー林　隆幸 平15. 9. 1調剤 薬局
     和泉市のぞみ野２丁目５番２号 常　勤:    4マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       4)椿本　勝彦 平27. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32605-01099 のぞみ薬局　和泉中央〒594-1151 0725-51-2306有限会社プラスメディ 城　壽子 平16.10. 1調剤 薬局
     店 和泉市唐国町二丁目７番８６号 常　勤:    2カル　代表取締役　保 新規 現存
     (薬       2)田　裕司 平28.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
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  32705-01115 スター薬局 〒594-1151 0725-53-3338有限会社　スターメデ杉本　千恵 平17. 4. 1調剤 薬局
     和泉市唐国町一丁目１３番５７号常　勤:    2ィカル　取締役　芝田 新規 現存
     (薬       2)　彦二郎 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32805-01149 ウエモリ保健薬局 〒594-0006 0725(44)8197上森　良子 上森　良子 平18. 4. 1調剤 薬局
     和泉市尾井町二丁目３９０－１ 常　勤:    1 移転 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32905-01156 コシモ薬局　本店 〒594-0071 0725-41-4850株式会社古下　代表取古下　睦美 平18. 6.26調剤 薬局
     和泉市府中町一丁目６番７号 常　勤:    3締役　古下　睦美 移転 現存
     (薬       3) 平30. 6.26
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33005-01164 関西薬局 〒594-0081 0725-43-9107株式会社共和コーポレ成田　敏和 平18.10. 1調剤 薬局
     和泉市 の葉町三丁目１番６０号常　勤:    7ーション　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       7)　杉浦　正 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33105-01222 のぞみ薬局　和泉府中〒594-0071 0725-40-6031有限会社プラスメディ原田　真作 平19.11. 1調剤 薬局
     店 和泉市府中町一丁目６番１３号 常　勤:    2カル　代表取締役　保 移転 現存
     (薬       2)田　裕司 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33205-01230 コスモファーマ薬局　〒594-0042 0725-51-3766株式会社コスモファー北出　阿弥子 平20. 4. 1調剤 薬局
     和泉中央店 和泉市箕形町五丁目６番２１号 常　勤:    2マ大阪　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)藤田　愛里 平26. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33305-01248 メロディー薬局　やよ〒594-0061 0725-46-7340有限会社コルサポート橋本　佐和子 平20. 4. 1調剤 薬局
     い店 和泉市弥生町二丁目１４番１４号常　勤:    1医療企画　代表取締役 新規 現存
     １号 (薬       1)　橋本　佐和子 平26. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33405-01255 スギ薬局　和泉府中店〒594-0076 0725-40-3177株式会社スギ薬局　代植田　千代 平20. 9. 1調剤 薬局
     和泉市肥子町二丁目２番６８号 常　勤:    1表取締役　 原　栄一 組織変更 現存
     (薬       1) 平26. 9. 1
     非常勤:   26
     (薬      26)
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  33505-01289 サエラ薬局　和泉中央〒594-0041 0725-57-6761株式会社サエラ　代表若林　雅之 平22. 5. 1調剤 薬局
     店 和泉市いぶき野五丁目１番２号　常　勤:    4取締役　小池　由久 新規 現存
     ＰＩＶＯ和泉中央２階 (薬       4) 平28. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33605-01297 なごみ薬局 〒594-0031 0725-57-8277株式会社ＷＡＮファー小川　暁子 平22.11. 1調剤 薬局
     和泉市伏屋町三丁目５番４号 常　勤:    2マ　代表取締役　小川 組織変更 現存
     (薬       2)　暁子 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33705-01339 中央薬局　和泉府中店〒594-0071 0725-92-9400株式会社中央薬局　代山根　優子 平23. 7. 1調剤 薬局
     和泉市府中町１丁目２０番１号 常　勤:    2表取締役　岩崎　賀世 新規 現存
     (薬       2)子 平29. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33805-01347 イオン薬局和泉府中店〒594-0076 0725-27-4213イオンリテール株式会山川　和宏 平23.10. 1調剤 薬局
     和泉市肥子町２丁目２－１　イオ常　勤:    5社　代表取締役　岡崎 新規 現存
     ン和泉府中店 (薬       5)　双一 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33905-01354 あお空薬局　はつが野〒594-1106 0725-92-5320北野　佳彦 北野　佳彦 平23.11. 1調剤 薬局
     店 和泉市はつが野１丁目４４－７ 常　勤:    4 新規 現存
     (薬       4) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34005-01362 くるみ薬局 〒594-0023 0725-47-3233ミルキーメディカル有堀田　泉 平24. 1. 1調剤 薬局
     和泉市伯太町２丁目２４－４ 常　勤:    1限会社　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)松井　大輔 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34105-01370 ひかり薬局 〒594-0071 0725-30-2032株式会社ファーマテッ上田　哲司 平24. 5. 1調剤 薬局
     和泉市府中町４丁目１６－１０ 常　勤:    4ク　代表取締役　井野 新規 現存
     (薬       4)　早苗 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  34205-01388 花菜薬局 〒594-0002 0725-40-0164粂　重人 松山　達登 平24. 6. 1調剤 薬局
     和泉市上町３０－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34305-01396 つばさ薬局 〒594-0071 0725-92-7741株式会社ファーマテッ 　健一 平25. 5. 1調剤 薬局
     和泉市府中町３丁目１３－１０ 常　勤:    5ク　代表取締役　井野 新規 現存
     (薬       5)　早苗 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34405-01404 はつが野薬局 〒594-1106 0725-92-7389有限会社ヨシダ薬局　梶村　久仁子 平25. 6. 1調剤 薬局
     和泉市はつが野３丁目１－７ 常　勤:    1代表取締役　吉田　学 新規 現存
     (薬       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34505-01412 ゆう薬局 〒594-0013 0725-92-6218有限会社ひまわり薬局奥浦　優二 平25.10. 1調剤 薬局
     和泉市鶴山台２丁目４番６号 常　勤:    1　代表取締役　福田　 新規 現存
     (薬       1)佳代子 平25.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34605-01420 オレンジ薬局　信太山〒594-0023 0725-41-0409株式会社プチファーマ舩渡　謙太郎 平25.10. 1調剤 薬局
     支店 和泉市伯太町６丁目９－９　１階常　勤:    1シスト　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       1)柳生　美江 平25.10. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34705-01438 阪和薬局 〒594-0071 0725-41-8053山本　守 山本　守 平26. 4. 1調剤 薬局
     和泉市府中町７丁目５－５８ハイ常　勤:    1 継承 現存
     ム森田１階Ａ号 (薬       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34805-01446 コストコホールセール〒594-1157 0725-53-5291コストコホールセール植村　卓也 平26. 6. 1調剤 薬局
     和泉倉庫店薬局 和泉市あゆみ野４丁目４番４５号常　勤:    2ジャパン株式会社　代 新規 現存
     (薬       2)表取締役　ケン　テリ 平26. 6. 1
     非常勤:    3オ
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  34905-01453 うさぎ薬局　青葉台店〒594-1153 0725-90-6301株式会社葵調剤　代表水野　美希 平26. 8. 1調剤 薬局
     和泉市青葉台２丁目１９－５ 常　勤:    2取締役　生駒　忠史 新規 現存
     (薬       2) 平26. 8. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35005-01461 日本調剤光明池薬局 〒594-1101 0725-50-5081日本調剤株式会社　代白鞘　裕子 平26. 8. 1調剤 薬局
     和泉市室堂町８４１－９光明池駅常　勤:    3表取締役　三津原　博 新規 現存
     前ビル３階 (薬       3) 平26. 8. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35105-01479 ウエルシア薬局　和泉〒594-0003 0725-46-1726ウエルシア薬局株式会金澤　定覚 平26. 9. 1調剤 薬局
     鶴山台店 和泉市太町５５７ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 組織変更 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35205-01487 ウエルシア薬局　和泉〒594-1101 0725-55-3891ウエルシア薬局株式会大上　直人 平26. 9. 1調剤 薬局
     光明池駅前店 和泉市室堂町１７２３ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 組織変更 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35305-01495 ひまわり薬局 〒594-1105 0725-50-5607グリーンファーマシー西岡　保人 平26.10. 1調剤 薬局
     和泉市のぞみ野二丁目５番５号 常　勤:    3株式会社　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       3)　古川　健一郎 平26.10. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35405-01503 ダイエー光明池店薬局〒594-1101 0725-56-0821株式会社ダイエー　代山内　裕司 平26.11. 1調剤 薬局
     和泉市室堂町８４１－１　２階 常　勤:    4表取締役　近澤　靖英 新規 現存
     (薬       4) 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35505-01529 あかり薬局　伏屋店 〒594-0031 0725-90-6715株式会社ライフサイズ吉田　哲也 平27. 5. 1調剤 薬局
     和泉市伏屋町３丁目２７－５ 常　勤:    1　代表取締役　吉田　 新規 現存
     (薬       1)哲也 平27. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  35605-01537 幸生堂薬局 〒594-0006 0725-47-1717株式会社ヘルシーワー中林　ひとみ 平27. 5. 1調剤 薬局
     和泉市尾井町２丁目８－６ 常　勤:    1ク　代表取締役　福本 新規 現存
     (薬       1)　康幸 平27. 5. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35705-01545 スギ薬局　和泉和田店〒594-1102 0725-50-5026株式会社スギ薬局　代前田　耕作 平27. 9. 1調剤 薬局
     和泉市和田町２７６番地１ 常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平27. 9. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35805-01578 アイセイ薬局　ららぽ〒594-1157 0725-51-2821株式会社アイセイ薬局阪口　太祐 平28.10. 1調剤 薬局
     ーと和泉店 和泉市あゆみ野４丁目４－７ 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:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35905-01586 コアラ薬局 〒594-0031 0725-57-7000株式会社宏和　代表取小林　孝志 平28.12. 1調剤 薬局
     和泉市伏屋町三丁目７－３１ 常　勤:    3締役　有岡　町 新規 現存
     (薬       3) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36005-01594 ウエルシア薬局　和泉〒594-0073 0725-40-1320ウエルシア薬局株式会 﨑　優可子 平28.12. 1調剤 薬局
     和気店 和泉市和気町二丁目１１－７ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平28.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36105-01602 ウエルシア薬局　和泉〒594-1151 0725-51-3358ウエルシア薬局株式会濵田　潤 平29. 1. 1調剤 薬局
     唐国店 和泉市唐国町一丁目１６－６ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36205-01610 つじた薬局　和泉店 〒594-1102 0725-92-8451つじた薬局株式会社　長富　園佳 平29. 6. 1調剤 薬局
     和泉市和田町１５８番１ 常　勤:    1代表取締役　長富　園 新規 現存
     (薬       1)佳 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  36305-01628 スギ薬局　和泉小田店〒594-0074 0725-90-5186株式会社スギ薬局　代松本　睦子 平29. 8. 1調剤 薬局
     和泉市小田町２丁目１６－５６ 常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36405-01636 ココカラファイン薬局〒594-0041 072-550-5072株式会社ココカラファ大林　みき 平29.10. 1調剤 薬局
     　イズミヤ和泉中央店和泉市いぶき野五丁目１番１１号常　勤:    1インヘルスケア　代表 組織変更 現存
     イズミヤ和泉中央店１階 (薬       1)取締役　塚本　厚志 平29.10. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36505-01644 戎薬局　北信太店 〒594-0002 0725-92-8193株式会社七福メディカ南角　明歩 平30. 1. 1調剤 薬局
     和泉市上町６６１－１ 常　勤:    2ル　代表取締役　天野 新規 現存
     (薬       2)　勝明 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36605-01651 うさぎ薬局 〒594-0071 0725-58-7833株式会社ディライト　大津　伸一 平30. 3. 1調剤 薬局
     和泉市府中町４丁目２１番１９号常　勤:    2代表取締役　水野　泰 組織変更 現存
     (薬       2)宏 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36705-01669 ココカラファイン薬局〒594-0073 0725-41-2008株式会社ココカラファ小田　浩二 平30. 4. 1調剤 薬局
     　和泉市立総合医療セ和泉市和気町４丁目５－１ 常　勤:    1インヘルスケア　代表 新規 現存
     ンター店 (薬       1)取締役　塚本　厚志 平30. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36805-01677 ツバキ薬局 〒594-0064 0725-45-9895株式会社ツバキファー木本　太智 平30. 4. 1調剤 薬局
     和泉市寺門町７０－４ 常　勤:    5マシー　代表取締役　 移転 現存
     (薬       5)椿本　勝彦 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36905-01685 すいせん薬局 〒594-0073 0725-46-6881和泉調剤支援センター西島　利恵 平30. 4. 1調剤 薬局
     和泉市和気町４丁目５番１号Ｂ店常　勤:    3株式会社すいせん薬局 移転 現存
     舗 (薬       3)　代表取締役　大谷　 平30. 4. 1
     非常勤:    2美智代
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37005-01693 なかつか薬局 〒594-0083 0725-45-6100株式会社なかつか薬局中務　光記 平30. 6. 1調剤 薬局
     和泉市池上町３－５－３６ 常　勤:    1　代表取締役　中務　 新規 現存
     (薬       1)光記 平30. 6. 1
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  37106-00156 キヌ川薬局 〒595-0021 0725-43-5553有限会社キヌガワ薬店衣川　悦子 昭58.10. 1調剤 薬局
     泉大津市東豊中町一丁目４番１３常　勤:    1　代表取締役　衣川　 現存
     号トヨナカマンション１階 (薬       1)雅造 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37206-00198 バーム薬局 〒595-0066 0725-23-1193バーム薬局　小林　佳小林　佳洋 平 2. 8. 1調剤 薬局
     泉大津市菅原町２番２８号 常　勤:    1洋 現存
     (薬       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37306-00271 上条薬局 〒595-0015 0725-33-2477寺田　嘉昭 寺田　泰子 平 7. 5. 9調剤 薬局
     泉大津市二田町二丁目１４番１３常　勤:    1 移転 現存
     号 (薬       1) 平28. 5. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37406-00396 おづ薬局 〒595-0024 0725-20-5120有限会社　おづ薬局　福田　宗貴 平12. 3. 1調剤 薬局
     泉大津市池浦町四丁目５番８号 常　勤:    5代表取締役　福田　宗 新規 現存
     (薬       5)貴 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37506-00420 府中リブス薬局 〒595-0021 0725-46-3201リブス株式会社　代表中野　秀治 平12. 3. 1調剤 薬局
     泉大津市東豊中町一丁目５番５５常　勤:    1取締役　中村　 一 組織変更 現存
     号サンストア府中１階 (薬       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37606-00453 さつき薬局 〒595-0024 0725-20-2115有限会社　さつき薬局坂口　信治 平12. 9. 1調剤 薬局
     泉大津市池浦町四丁目５番５号 常　勤:    3　代表取締役　坂口　 組織変更 現存
     (薬       3)信治 平24. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37706-00511 サンヨウ薬局 〒595-0015 0725-31-0351有限会社サンファイブ藤原　謙一 平15. 1. 1調剤 薬局
     泉大津市二田町一丁目１２番６－常　勤:    3　代表取締役　藤原　 新規 現存
     ３号 (薬       3)陽 平27. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37806-00529 フラワー薬局 〒595-0024 0725-21-3987有限会社エルシーファ江原　良平 平14.12. 1調剤 薬局
     泉大津市池浦町四丁目５番４号 常　勤:    1ーマシー　代表取締役 移転 現存
     (薬       1)　江原　良平 平26.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  37906-00552 メロディー薬局 〒595-0017 0725-22-7575有限会社コルサポート玉置　晴彦 平15.10. 1調剤 薬局
     泉大津市池園町１４番１４号 常　勤:    1医療企画　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　橋本　佐和子 平27.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38006-00560 ふじ薬局　上之町店 〒595-0046 0725-23-5566有限会社　ふじ　代表坂田　幸平 平17. 5. 1調剤 薬局
     泉大津市上之町６番２２号 常　勤:    1取締役　藤井　清和 新規 現存
     (薬       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38106-00586 ミルキー薬局 〒595-0025 0725-22-3233ミルキーメディカル有松井　那実 平17. 9. 1調剤 薬局
     泉大津市旭町２２番６４号 常　勤:    1限会社　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)松井　大輔 平29. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38206-00602 ひまわり薬局 〒595-0062 0725-23-2202有限会社　ひまわり薬阪本　紀代美 平17.12. 1調剤 薬局
     泉大津市田中町９番１８号 常　勤:    2局　代表取締役　阪本 新規 現存
     (薬       2)　紀代美 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38306-00669 つばさ薬局 〒595-0015 0725-33-1193株式会社フリューゲル田村　由美 平19. 6. 1調剤 薬局
     泉大津市二田町一丁目１３番１２常　勤:    2　代表取締役　福嶌　 新規 現存
     号 (薬       2)美晴 平25. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38406-00693 すみれ薬局 〒595-0006 0725-23-3501有限会社サンファイブ川部　薫 平21. 1. 1調剤 薬局
     泉大津市東助松町一丁目１２番７常　勤:    1　代表取締役　藤原　 新規 現存
     号 (薬       1)陽 平27. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38506-00701 ペンギン薬局 〒595-0005 0725-20-0023株式会社ペンギン薬局宮本　謹三 平21. 1. 1調剤 薬局
     泉大津市森町二丁目３番９号 常　勤:    2　代表取締役　宮本　 組織変更 現存
     (薬       2)謹三 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38606-00719 エコ薬局 〒595-0041 0725-58-7550有限会社　エコ薬局　重江　義彦 平22. 9. 1調剤 薬局
     泉大津市戎町５－１０ 常　勤:    1代表取締役　砂原　孝 新規 現存
     (薬       1)史 平28. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
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  38706-00727 エンジェル薬局 〒595-0006 0725-20-0615株式会社グリーンプラ岸渕　美福 平22.10. 1調剤 薬局
     泉大津市東助松町２丁目６－４ 常　勤:    1ス　代表取締役　山口 新規 現存
     (薬       1)　温實 平28.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38806-00743 データボックス薬局 〒595-0006 0725-20-5223有限会社サンファイブ柴野　広介 平23.12. 1調剤 薬局
     泉大津市東助松町１丁目１４－５常　勤:    1　代表取締役　藤原　 移転 現存
     (薬       1)陽 平29.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38906-00750 メイプル薬局 〒595-0023 0725-21-9040株式会社エイキ　代表寺 　周子 平24. 1. 1調剤 薬局
     泉大津市豊中町２丁目８－８ 常　勤:    1取締役　山田　英毅 組織変更 現存
     (薬       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39006-00792 共創未来　泉大津薬局〒595-0027 0725-20-5691株式会社ファーマみら平山　祐子 平25.11. 1調剤 薬局
     泉大津市下条町１２－１２ 常　勤:    1い　代表取締役　清原 組織変更 現存
     (薬       1)　陽子 平25.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39106-00800 オリーブ薬局 〒595-0024 0725-20-3883リバティ株式会社　代岡橋　多加 平26. 7. 1調剤 薬局
     泉大津市池浦町４丁目５－１ 常　勤:    4表取締役　岡橋　秀臣 組織変更 現存
     (薬       4) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39206-00818 ウエルシア薬局　泉大〒595-0014 0725-32-1022ウエルシア薬局株式会山本　翔 平26. 9. 1調剤 薬局
     津寿店 泉大津市寿町８－３０ 常　勤:    2社　代表取締役　水野 組織変更 現存
     (薬       2)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39306-00834 ウエルシア薬局　泉大〒595-0071 0725-20-6150ウエルシア薬局株式会西田　知代 平26. 9. 1調剤 薬局
     津助松店 泉大津市助松町２丁目７－１ 常　勤:    2社　代表取締役　水野 組織変更 現存
     (薬       2)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  39406-00842 ウエルシア薬局　泉大〒595-0031 0725-20-5132ウエルシア薬局株式会楠本　達也 平26.12. 1調剤 薬局
     津我孫子店 泉大津市我孫子１丁目２－３７ 常　勤:    2社　代表取締役　水野 移転 現存
     (薬       2)　秀晴 平26.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39506-00867 泉大津エミ薬局 〒595-0025 0725-22-8380有限会社ハートフル・中橋　淳 平28. 1. 1調剤 薬局
     泉大津市旭町２２－５５ベルシャ常　勤:    3エミ　取締役　棧敷　 組織変更 現存
     ンブル１Ｆ (薬       3)博 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39606-00875 松ノ浜薬局 〒595-0072 0725-32-0723株式会社プチファーマ山下　繁克 平28. 1. 1調剤 薬局
     泉大津市松之浜町一丁目２－１ 常　勤:    2シスト　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       2)柳生　美江 平28. 1. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39706-00883 アベリア薬局 〒595-0025 0725-31-1200株式会社成メディカル角野　睦子 平28. 4. 1調剤 薬局
     泉大津市旭町１７－１エキフロン常　勤:    2サービス　代表取締役 新規 現存
     トビル１階 (薬       2)　岸　小百合 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39806-00891 みらい薬局　泉大津店〒595-0062 0725-23-2101和の女神株式会社　代鷲田　侑亮 平28. 4. 1調剤 薬局
     泉大津市田中町５－２６西端第一常　勤:    2表取締役　和田　敏章 新規 現存
     ビル１階 (薬       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39906-00917 みのり薬局 〒595-0023 0725-32-9011株式会社共栄ファーマ細見　英孝 平28. 4. 1調剤 薬局
     泉大津市豊中町二丁目６番３号片常　勤:    3シー　代表取締役　宇 継承 現存
     山ビル１階 (薬       3)野　光裕 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40006-00925 阪神調剤薬局　泉大津〒595-0062 0725-20-0730株式会社阪神調剤薬局川北　浩司 平28. 3.22調剤 薬局
     店 泉大津市田中町３－１８　１階 常　勤:    4　代表取締役　岩崎　 移転 現存
     (薬       4)壽毅 平28. 3.22
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40106-00941 いるか薬局　松ノ浜店〒595-0072 0725-22-7077有限会社ジュンリ　代大野　由美 平28. 6. 1調剤 薬局
     泉大津市松之浜町二丁目４番８号常　勤:    1表取締役　羽岡　純子 組織変更 現存
     (薬       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  40206-00958 ふじ薬局　アルザ通り〒595-0024 0725-20-0977有限会社ふじ　代表取西山　淳子 平28. 7. 1調剤 薬局
     店 泉大津市池浦町一丁目９番１号 常　勤:    1締役　藤井　清和 新規 現存
     (薬       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40306-00974 アイセイ薬局　いずみ〒595-0017 0725-33-7072株式会社アイセイ薬局ハイド　美菜子 平28.10. 1調剤 薬局
     ファミリー店 泉大津市池園町１５番３６号 常　勤:    1　代表取締役　藤井　 組織変更 現存
     (薬       1)江美 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40406-00982 あい薬局 〒595-0025 0725-20-6580株式会社ファーマシー桐山　千佳子 平29. 1. 1調剤 薬局
     泉大津市旭町１８番３号　アルザ常　勤:    1エクスプレス　代表取 新規 現存
     泉大津１Ｆ (薬       1)締役　桐山　繁昭 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40506-00990 百薬堂薬局 〒595-0006 0725-33-0012株式会社サジエス　代山本　一夫 平29.11. 1調剤 薬局
     泉大津市東助松町一丁目８番２号常　勤:    1表取締役　清原　佳世 組織変更 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40606-01006 サエラ薬局 〒595-0061 0725-20-5560株式会社サエラファー泉　沙耶香 平30. 1. 1調剤 薬局
     泉大津市春日町２－１１ 常　勤:    2マシーズ　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       2)　小池　由久 平30. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40706-01014 原田薬局 〒595-0006 0725-33-1660株式会社原田薬局　代村井　薫 平30. 3. 1調剤 薬局
     泉大津市東助松町二丁目６番６号常　勤:    1表取締役　村井　薫 移転 現存
     (薬       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40807-00121 上田薬局 〒586-0075 0721-64-8303上田　佐知 上田　佐知 昭52.12. 1調剤 薬局
     河内長野市大矢船中町３番８号 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40907-00303 清見台保健薬局 〒586-0043 0721-63-7149宗　暁子 宗　暁子 昭62. 8. 1調剤 薬局
     河内長野市清見台一丁目１５番７常　勤:    2 現存
     号 (薬       2) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  41007-00329 美加の台薬局 〒586-0044 0721-64-0493日下部　文代 日下部　文代 昭63. 1. 1調剤 薬局
     河内長野市美加の台一丁目３８番常　勤:    1 現存
     ２号 (薬       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41107-00337 成光堂薬局 〒586-0024 0721-56-1567成山　嘉二 成山　嘉二 平元.11. 1調剤 薬局
     河内長野市西之山町２番１０号 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41207-00360 府薬会営南河内薬局 〒586-0001 0721(53)3921一般社団法人大阪府薬関口　珠代 平 3. 2. 1調剤 薬局
     河内長野市木戸町６７８番１号 常　勤:    4剤師会　会長　藤垣　 現存
     (薬       4)哲彦 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41307-00444 ミント薬局　河内長野〒586-0024 0721-56-4933有限会社ディスシステ田上　健一 平 6. 6. 1調剤 薬局
     店 河内長野市西之山町１－１５メゾ常　勤:    4ム　代表取締役　山本 新規 現存
     ン大北１階 (薬       4)　圭一 平30. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41407-00451 ハロー千代田薬局 〒586-0001 0721(55)0086有限会社ハロー健康堂大 　克典 平 6. 6. 1調剤 薬局
     河内長野市木戸一丁目３３番１２常　勤:    5薬局　代表取締役　島 組織変更 現存
     号 (薬       5)岡　俊雄 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41507-00469 小川薬局 〒586-0048 0721-62-2612小川　和彦 小川　和彦 平 7.12. 1調剤 薬局
     河内長野市三日市町２３５番７号常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41607-00576 わかば薬局 〒586-0018 0721-56-1357有限会社　メルズ　代大田　哲矢 平10. 8. 1調剤 薬局
     河内長野市千代田南町２番１８号常　勤:    2表取締役　橋本　勝 新規 現存
     レジデンスサザン１０２号 (薬       2) 平28. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41707-00584 幸生堂薬局 〒586-0016 0721-55-7045株式会社　ヘルシーワ吉村　裕子 平10. 9. 1調剤 薬局
     河内長野市西代町１番２３号 常　勤:    3ーク　代表取締役　福 移転 現存
     (薬       3)本　康幸 平28. 9. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
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  41807-00600 ミドリ薬局 〒586-0018 0721-53-2259有限会社　ミドリ薬局髙崎　佳代子 平12. 8.28調剤 薬局
     河内長野市千代田南町１番１２号常　勤:    1　代表取締役　髙﨑　 移転 現存
     (薬       1)良平 平24. 8.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41907-00618 三光天薬局 〒586-0022 0721-54-1283三光天メディカル有限福田　桂子 平13. 6. 1調剤 薬局
     河内長野市本多町１７５－１シェ常　勤:    3会社　代表取締役　辻 組織変更 現存
     ーネスハイム日野谷１階 (薬       3)野　裕士 平25. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42007-00634 ツバキ薬局 〒586-0022 0721-52-0350株式会社ツバキファー藤山　治 平13.10. 1調剤 薬局
     河内長野市本多町１番３３号 常　勤:    7マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       7)椿本　勝彦 平25.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42107-00659 漢方サカグチ薬局 〒586-0009 0721-54-0605有限会社サカグチコー原　実木子 平14. 2. 5調剤 薬局
     河内長野市木戸西町一丁目１番３常　勤:    1ポレーション　代表取 組織変更 現存
     ５－１０１号 (薬       1)締役　阪口　武夫 平26. 2. 5
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42207-00667 イルカ薬局 〒586-0024 0721-52-0866澤住　洵子 山本　亜紀 平15.11. 4調剤 薬局
     河内長野市西之山町１０番２１号常　勤:    3 移転 現存
     (薬       3) 平27.11. 4
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42307-00683 吉井薬局 〒586-0015 0721-52-2054日下部　文代 日下部　利樹 平16. 6. 1調剤 薬局
     河内長野市本町２３番１５号 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42407-00709 キタバ薬局 〒586-0024 0721-50-0085株式会社せいき　代表野村　恵子 平17.11. 1調剤 薬局
     河内長野市西之山町７番２号 常　勤:    3取締役　南　啓二 新規 現存
     (薬       3) 平29.11. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  42507-00717 幸生堂薬局 〒586-0007 0721-52-1212株式会社ヘルシーワー仲村　香寿子 平17.12. 1調剤 薬局
     河内長野市松ケ丘東町１８０５番常　勤:    4ク　代表取締役　福本 新規 現存
     １ (薬       4)　康幸 平29.12. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42607-00725 千代田シルク薬局 〒586-0001 0721-53-2033株式会社コクミン　代土井　綾子 平18. 1.21調剤 薬局
     河内長野市木戸一丁目３３番１６常　勤:    3表取締役　絹巻　秀展 組織変更 現存
     号 (薬       3) 平30. 1.21
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42707-00741 マルゼン薬局 〒586-0015 0721-53-3075由水　裕子 阪本　聖子 平18. 3.17調剤 薬局
     河内長野市本町２４番１－１０６常　勤:    1 継承 現存
     号ノバティながの北館１階 (薬       1) 平30. 3.17
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42807-00758 ヤナセ薬局　三日市駅〒586-0048 0721-65-1571株式会社ヤナセメディ北岡　万奈 平18. 6. 1調剤 薬局
     前店 河内長野市三日市町５６－１６髙常　勤:    3カル　代表取締役　簗 新規 現存
     岸ビル１階 (薬       3)瀬　裕彦 平30. 6. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42907-00766 三光天薬局　三日市店〒586-0048 0721-81-7735三光天メディカル有限玉川　由紀 平18. 6. 1調剤 薬局
     河内長野市三日市町２４３－１ 常　勤:    3会社　代表取締役　辻 新規 現存
     (薬       3)野　裕士 平30. 6. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43007-00774 ファーマシィながの薬〒586-0014 0721-50-4511株式会社ファーマシィ鈴木　未奈 平18. 9. 1調剤 薬局
     局 河内長野市長野町７－７マイデン常　勤:    1　代表取締役　武田　 新規 現存
     ハイツ１階 (薬       1)宏 平24. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43107-00790 オリーブ薬局 〒586-0009 0721-50-1102有限会社タレンテッド米澤　由幸 平19. 2. 1調剤 薬局
     河内長野市木戸西町二丁目１番２常　勤:    1ファーマ　代表取締役 新規 現存
     ７号 (薬       1)　米澤　由幸 平25. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  43207-00808 サカグチ薬局　千代田〒586-0001 0721-50-0058有限会社サカグチコー前山　綾子 平19. 2. 1調剤 薬局
     東店 河内長野市木戸一丁目６番１号 常　勤:    2ポレーション　代表取 新規 現存
     (薬       2)締役　阪口　武夫 平25. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43307-00824 ごんべえドリ薬局 〒586-0003 0721-52-1601スパテラコーポレーシ諏訪園　里実 平19. 5. 1調剤 薬局
     河内長野市楠町東４４４－４シテ常　勤:    2ョン株式会社　代表取 新規 現存
     ィコート古谷１階 (薬       2)締役　諏訪園　里実 平25. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43407-00840 だいちゃん薬局 〒586-0011 0721-56-5350株式会社ウェルビッグ神山　大宗 平20. 3. 1調剤 薬局
     河内長野市汐の宮町２０番４４号常　勤:    2　代表取締役　船多　 新規 現存
     (薬       2)大 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43507-00857 寺ヶ池薬局 〒586-0094 0721-56-7008橋本　敦 橋本　敦 平20. 4. 1調剤 薬局
     河内長野市小山田町４５１番１５常　勤:    2 新規 現存
     ６寺ヶ池スクエアー (薬       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43607-00865 長野台薬局 〒586-0082 0721-54-1778株式会社セラ・メディ上田　実江 平20. 3. 1調剤 薬局
     河内長野市緑ケ丘中町８番２３号常　勤:    1ック　代表取締役　田 組織変更 現存
     (薬       1)中　久晴 平26. 3. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43707-00873 くるみ薬局 〒586-0033 0721-65-1633ベガファーマ株式会社竹内　あずさ 平20. 5. 1調剤 薬局
     河内長野市喜多町１９３番地の２常　勤:    7　代表取締役　久野　 移転 現存
     (薬       7)泰弘 平26. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43807-00881 ヤナセ薬局　河内長野〒586-0014 0721-52-2506株式会社ヤナセメディ上野　裕子 平20.12. 1調剤 薬局
     駅前店 河内長野市長野町５－１－１０３常　勤:    6カル　代表取締役　簗 新規 現存
     ノバティ南館１階 (薬       6)瀬　裕彦 平26.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43907-00923 だいちゃん薬局　２号〒586-0012 0721-55-2686株式会社ウェルビッグ八尾　順夫 平22. 4. 1調剤 薬局
     店 河内長野市菊水町２番６号荒川菊常　勤:    1　代表取締役　船多　 新規 現存
     水ビル１－Ｂ (薬       1)大 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
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  44007-00931 あかしあ薬局 〒586-0095 0721-53-3955株式会社成メディカル本多　一毅 平23. 1. 1調剤 薬局
     河内長野市あかしあ台一丁目１６常　勤:    3サービス　代表取締役 新規 現存
     番８号 (薬       3)　岸　小百合 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44107-00949 サン薬局 〒586-0015 0721-52-1139株式会社サン　代表取上野　裕和 平23. 8. 1調剤 薬局
     河内長野市本町２７番１０号 常　勤:    3締役　山本　晃裕 移転 現存
     (薬       3) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44207-00972 コクミン薬局　大阪南〒586-0001 0721-52-0593株式会社コクミン　代石田　純子 平25. 8. 1調剤 薬局
     医療センター前店 河内長野市木戸町６７８－１ 常　勤:    4表取締役　絹巻　秀展 新規 現存
     (薬       4) 平25. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44307-00998 アポロ薬局　千代田店〒586-0009 0721-55-2450有限会社　アポロ薬局妻谷　理美 平25. 9. 1調剤 薬局
     河内長野市木戸西町２丁目１－２常　勤:    2　代表取締役　垣内　 新規 現存
     ３ (薬       2)慎吾 平25. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44407-01012 アルカ河内長野薬局 〒586-0022 0721-50-3311株式会社ナガタ薬品　杉山　達明 平26. 8. 1調剤 薬局
     河内長野市本多町５－２３ 常　勤:    2代表取締役　中島　康 新規 現存
     (薬       2)伸 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44507-01038 ウエルシア薬局　河内〒586-0001 0721-52-0460ウエルシア薬局株式会前田　彩 平26. 9. 1調剤 薬局
     長野滝谷店 河内長野市木戸３丁目３０－１７常　勤:    1社　代表取締役　水野 組織変更 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44607-01053 ヤナセ薬局 〒586-0077 0721-63-5854株式会社ヤナセメディ松下　佑也 平26.12. 1調剤 薬局
     河内長野市南花台１丁目１７－１常　勤:    4カル　代表取締役　簗 移転 現存
     １ (薬       4)瀬　裕彦 平26.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  44707-01061 ゆうしん薬局 〒586-0026 0721-56-1500合同会社優心　代表社大原　一仁 平27. 4. 1調剤 薬局
     河内長野市寿町３－４８ 常　勤:    1員　大原　一仁 新規 現存
     (薬       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44807-01079 グリーン薬局 〒586-0009 0721-53-3045永田　哲也 永田　哲也 平27. 4. 1調剤 薬局
     河内長野市木戸西町３丁目１－１常　勤:    2 継承 現存
     ５山原ビル１階 (薬       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44907-01087 ウエルシア薬局　河内〒586-0047 0721-60-2039ウエルシア薬局株式会吹田　正哉 平27. 6. 1調剤 薬局
     長野西片添店 河内長野市西片添町１２－２５ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 移転 現存
     (薬       1)　秀晴 平27. 6. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45007-01095 幸生堂薬局 〒586-0011 0721-54-0600株式会社ヘルシーワー山中　巌 平27.11. 1調剤 薬局
     河内長野市汐の宮町４－６ 常　勤:    1ク　代表取締役　福本 新規 現存
     (薬       1)　康幸 平27.11. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45107-01103 ウエルシア薬局　河内〒586-0021 0721-50-1050ウエルシア薬局株式会濱川　俊一 平28. 5. 1調剤 薬局
     長野千代田店 河内長野市原町二丁目３番６号 常　勤:    1社　代表取締役　水野 移転 現存
     (薬       1)　秀晴 平28. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45207-01111 アンズ調剤薬局 〒586-0077 0721-62-5300山中　啓志 山中　啓志 平28. 9. 1調剤 薬局
     河内長野市南花台三丁目６番５２常　勤:    1 継承 現存
     号 (薬       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45307-01137 つぼみ薬局 〒586-0001 0721-26-7111一般社団法人ブロッサ澤田　清信 平29. 6. 1調剤 薬局
     河内長野市木戸１丁目３３－５ 常　勤:    1ム　代表理事　澤田　 組織変更 現存
     (薬       1)清信 平29. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45407-01145 かるがも薬局　河内長〒586-0048 0721-26-8000株式会社メディカルか臼杵　彰 平30. 4. 1調剤 薬局
     野店 河内長野市三日市町１６０－２ 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)
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  45508-00780 まつだ薬局 〒546-0044 06-6719-5431株式会社　まつだ薬局松田　信之 昭32.10. 1調剤 薬局
     大阪市東住吉区北田辺四丁目２３常　勤:    2　代表取締役　松田　 新規 現存
     番１７号 (薬       2)芳輝 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45608-01531 市民薬局 〒546-0021 06-6702-3758赤松　好子 赤松　好子 昭49.11. 1調剤 薬局
     大阪市東住吉区照ケ丘矢田四丁目常　勤:    1 新規 現存
     １番１０号 (薬       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45708-01713 ミドリ薬局 〒546-0044 06-6719-3212吉田　立也 吉田　立也 昭55.12.25調剤 薬局
     大阪市東住吉区北田辺四丁目１８常　勤:    1 継承 現存
     番４号 (薬       1) 平28.12.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45808-01762 さしわ薬局 〒546-0042 06-6714-3432指輪　泰宏 指輪　泰宏 昭58. 9. 1調剤 薬局
     大阪市東住吉区西今川一丁目４番常　勤:    1 新規 現存
     １４号 (薬       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45908-01804 マルト薬局 〒546-0043 06(6719)2256マルト薬品　株式会社小野　希代子 昭59. 8. 1調剤 薬局
     大阪市東住吉区駒川１－１７－１常　勤:    1　代表取締役　服部　 新規 現存
     ０ (薬       1)修 平 5. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46008-01846 ニシキ薬局 〒546-0035 06-6691-7814栗本　紀子 栗本　紀子 昭61. 5.28調剤 薬局
     大阪市東住吉区山坂五丁目４番２常　勤:    1 新規 現存
     １号 (薬       1) 平28. 5.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46108-01960 ヤヨイ薬局 〒546-0013 06-6702-6732株式会社ヤヨイ薬局　豊田　みどり 平 4. 6. 1調剤 薬局
     大阪市東住吉区湯里一丁目１４番常　勤:    2代表取締役　豊田　み 組織変更 現存
     ６号 (薬       2)どり 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46208-01994 大丸薬局 〒546-0043 06-6692-1905藤田　純一 藤田　佐智世 平 5. 1. 1調剤 薬局
     大阪市東住吉区駒川四丁目９番１常　勤:    1 新規 現存
     ８号 (薬       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46308-02075 モリモト薬局 〒546-0003 06-6719-7906有限会社　モリモト薬大岩　昭雄 平 6.11.16調剤 薬局
     大阪市東住吉区今川一丁目７番１常　勤:    2局　代表取締役　大岩 組織変更 現存
     ７号 (薬       2)　昭雄 平24.11.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46408-02224 スマット薬局 〒546-0002 06-6714-6000有限会社スマット　代徳田　秀和 平 8.10. 1調剤 薬局
     大阪市東住吉区杭全五丁目８番２常　勤:    4表取締役　鴨池　伸治 新規 現存
     １号 (薬       4) 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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  46508-02240 ひまわり薬局 〒546-0031 06-6622-7045有限会社　ひまわり薬今井　聡 平 8.11. 1調剤 薬局
     大阪市東住吉区田辺三丁目２３番常　勤:    3局　代表取締役　福田 新規 現存
     ９号清和ビル１階 (薬       3)　佳代子 平29.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46608-02281 青葉堂薬局 〒546-0044 06-6714-2565株式会社青葉堂　代表野村　卓三 平 9. 4. 5調剤 薬局
     大阪市東住吉区北田辺四丁目２２常　勤:    1取締役　野村　卓三 組織変更 現存
     番６号田辺ビル１階 (薬       1) 平30. 4. 5
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46708-02315 なでしこ薬局 〒546-0021 06-6701-6789有限会社ライズ　代表髙﨑　三恵子 平10. 2. 1調剤 薬局
     大阪市東住吉区照ケ丘矢田一丁目常　勤:    1取締役　髙﨑　三恵子 新規 現存
     １７番１１号 (薬       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46808-02356 フラワー薬局 〒546-0014 06-6694-8700西野　澄夫 今里　知代 平10.10. 1調剤 薬局
     大阪市東住吉区鷹合三丁目１６番常　勤:    3 移転 現存
     ３０号 (薬       3) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46908-02380 ハロードラッグ矢田駅〒546-0021 06-6700-2131有限会社ファミリーフ田辺　峰男 平11. 9. 1調剤 薬局
     前薬局 大阪市東住吉区照ケ丘矢田三丁目常　勤:    2ァイブ　取締役　田辺 新規 現存
     ４番３３号 (薬       2)　菊美 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47008-02414 和光薬局 〒546-0012 06-6703-7624有限会社　和光薬局　宮原　奈菜子 平12.10. 1調剤 薬局
     大阪市東住吉区中野四丁目５番１常　勤:    2代表取締役　宮原　奈 組織変更 現存
     ８号 (薬       2)菜子 平24.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47108-02471 天美薬局東田辺店 〒546-0032 06-4700-3689有限会社天美薬局　取川戸　正史 平14. 4. 1調剤 薬局
     大阪市東住吉区東田辺三丁目６番常　勤:    2締役　宮谷　忠行 新規 現存
     １７号 (薬       2) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  47208-02562 ドレミ薬局　針中野店〒546-0013 06-6700-5939有限会社ドレミ　代表竹内　榮一 平15.10. 1調剤 薬局
     大阪市東住吉区湯里一丁目１３番常　勤:    2取締役　正井　克典 組織変更 現存
     ２号パールハイム針中野１階 (薬       2) 平27.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47308-02570 ドレミ薬局　駒川中野〒546-0043 06-6624-5700有限会社ドレミ　代表楠　紘行 平15.10. 1調剤 薬局
     店 大阪市東住吉区駒川三丁目３０番常　勤:    5取締役　正井　克典 組織変更 現存
     ５号 (薬       5) 平27.10. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47408-02612 カイセイ薬局 〒546-0014 06-6699-2555株式会社満天　代表取浅田　智子 平16. 9. 1調剤 薬局
     大阪市東住吉区鷹合三丁目１番２常　勤:    6締役　渡辺　雄司 新規 現存
     ５号 (薬       6) 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47508-02679 パステルファーマシー〒546-0032 06-6609-3066小湊　智晴 堂岡　智和 平18. 5. 1調剤 薬局
     　駒川店 大阪市東住吉区東田辺三丁目２２常　勤:    2 新規 現存
     番１７号 (薬       2) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47608-02687 進行堂東薬局 〒546-0021 06-6760-7191有限会社進行堂　取締田口　利沙 平18. 5. 1調剤 薬局
     大阪市東住吉区照ケ丘矢田三丁目常　勤:    2役　竹内　和良 新規 現存
     ４番３号 (薬       2) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47708-02695 十全薬局　矢田店 〒546-0023 06-6609-3269株式会社青葉堂　代表森　ゆかり 平18. 6. 1調剤 薬局
     大阪市東住吉区矢田二丁目９番１常　勤:    1取締役　野村　卓三 移転 現存
     ４号アセンドプラザビル１階１０(薬       1) 平30. 6. 1
     ２号室 非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47808-02703 進行堂薬局 〒546-0021 06-6797-1129有限会社進行堂　取締竹内　由香里 平18. 6. 1調剤 薬局
     大阪市東住吉区照ケ丘矢田三丁目常　勤:    1役　竹内　和良 組織変更 現存
     ６番１号 (薬       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  47908-02737 アイリス薬局 〒546-0023 06-6696-5500株式会社アイリス　代津田賀　一 平19. 6. 1調剤 薬局
     大阪市東住吉区矢田二丁目１２番常　勤:    1表取締役　津田賀　一 新規 現存
     １号 (薬       1)隆 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48008-02745 進行堂薬局　鷹合店 〒546-0014 06-6180-7157有限会社進行堂　取締康村　直絵 平19.10. 1調剤 薬局
     大阪市東住吉区鷹合二丁目１２番常　勤:    1役　竹内　和良 新規 現存
     １１号 (薬       1) 平25.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48108-02794 アルプス薬局 〒546-0013 06-6708-0012株式会社アルプスライ 平20. 4. 1調剤 薬局
     大阪市東住吉区湯里六丁目１３番常　勤:    1フ　代表取締役　林　 組織変更 現存
     １８号メーデルハイツ湯里１階 (薬       1)三千代 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48208-02828 ニューロン薬局　山坂〒546-0035 06-6623-9355後藤　嗣雄 後藤　嗣雄 平20.11. 1調剤 薬局
     店 大阪市東住吉区山坂三丁目９番１常　勤:    1 継承 現存
     ６号 (薬       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48308-02836 今川トモエ薬局 〒546-0042 06-6760-6110株式会社タイコー堂薬青尾　直也 平21. 3. 1調剤 薬局
     大阪市東住吉区西今川二丁目１４常　勤:    2局本店　代表取締役　 組織変更 現存
     番１２号サンライフ (薬       2)大島　浩一郎 平27. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48408-02844 スピカ薬局　針中野店〒546-0011 06-6709-3711有限会社スピカ　代表大塚　慶信 平21. 4. 1調剤 薬局
     大阪市東住吉区針中野三丁目１番常　勤:    1取締役　牧野　智之 新規 現存
     ３０号アクティオーレ針中野 (薬       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48508-02851 みんなの薬局 〒546-0012 06-6702-8583株式会社　メディキュ吉田　郷 平21. 4. 1調剤 薬局
     大阪市東住吉区中野四丁目１２番常　勤:    2ーブ　代表取締役　吉 新規 現存
     １６号アマナ１階 (薬       2)田　修子 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48608-02885 アサヒ薬局 〒546-0041 06-6719-5168端山　元子 端山　元子 平21. 4.30調剤 薬局
     大阪市東住吉区桑津五丁目１６番常　勤:    1 継承 現存
     ３号 (薬       1) 平27. 4.30
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  48708-02893 やわらぎ薬局 〒546-0031 06-6623-3412久藤　真二郎 久藤　恵理 平21.11. 1調剤 薬局
     大阪市東住吉区田辺二丁目１１番常　勤:    1 新規 現存
     ３９号田辺ＴＫビル１０１ (薬       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48808-02927 ふれあい薬局 〒546-0023 06-6609-4170夫　正子 夫　正子 平22. 1. 1調剤 薬局
     大阪市東住吉区矢田五丁目２番２常　勤:    2 継承 現存
     ０号 (薬       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48908-02943 進行堂西薬局 〒546-0023 06-6690-0871有限会社　進行堂　取北村　裕子 平22. 5. 1調剤 薬局
     大阪市東住吉区矢田一丁目１９番常　勤:    1締役　竹内　和良 新規 現存
     ２２号 (薬       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49008-02950 さくら薬局　大阪桑津〒546-0041 06-6714-3400クラフト株式会社　代佐藤　真衣子 平22. 4. 1調剤 薬局
     店 大阪市東住吉区桑津二丁目８番２常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     １号 (薬       2) 平28. 4. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49108-02968 今川薬局 〒546-0042 06-6704-9782株式会社ウェル　代表山田　公一 平22. 6. 2調剤 薬局
     大阪市東住吉区西今川二丁目１２常　勤:    2取締役　山田　公一 組織変更 現存
     番１８号 (薬       2) 平28. 6. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49208-02984 茉莉花漢方薬局 〒546-0043 06-6799-7077井下田　利道 井下田　利道 平23. 5. 1調剤 薬局
     大阪市東住吉区駒川２丁目２番３常　勤:    1 新規 現存
     １号ヴェルドール駒川公園１０１(薬       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49308-03016 グリーン薬局 〒546-0014 06-6609-5252株式会社ヴェルデ　代芝　珠代 平23.11. 1調剤 薬局
     大阪市東住吉区鷹合２丁目１７番常　勤:    3表取締役　中島　弘 組織変更 現存
     ６号 (薬       3) 平29.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49408-03065 タナベ薬局 〒546-0033 06-6698-0950泰盛コーポレーション四維　国泰 平24. 5. 1調剤 薬局
     大阪市東住吉区南田辺２丁目４番常　勤:    1株式会社　代表取締役 移転 現存
     １７号 (薬       1)　四維　国泰 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  49508-03073 美章園保健薬局 〒546-0041 06-6714-0192株式会社ＭＭＣ　代表濱口　政巳 平24.10. 1調剤 薬局
     大阪市東住吉区桑津５丁目２番１常　勤:    2取締役　濱口　政巳 組織変更 現存
     ６号 (薬       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49608-03081 進行堂北薬局 〒546-0021 06-6704-6728有限会社進行堂　取締青尾　祝香 平24.11. 1調剤 薬局
     大阪市東住吉区照ケ丘矢田１丁目常　勤:    1役　竹内　和良 新規 現存
     ８番２１号 (薬       1) 平24.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49708-03131 針中野コスモス薬局 〒546-0011 06-6770-5712株式会社コスモス　代石田　 磨 平25.11. 1調剤 薬局
     大阪市東住吉区針中野４丁目１２常　勤:    1表取締役　南場　 移転 現存
     番２７号 (薬       1) 平25.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49808-03149 はな薬局　南田辺店 〒546-0033 06-6628-7077株式会社Ｂｒａｖｅ　田中　匡 平26. 1. 1調剤 薬局
     大阪市東住吉区南田辺１丁目５番常　勤:    1代表取締役　田中　匡 組織変更 現存
     ３０号１階 (薬       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49908-03156 あさひ薬局　針中野店〒546-0014 06-6115-7757株式会社明興医療シス米田　智美 平26. 4. 1調剤 薬局
     大阪市東住吉区鷹合２丁目３番２常　勤:    1テム　代表取締役　増 新規 現存
     ９号 (薬       1)井　敏明 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50008-03164 あゆみ薬局　田辺店 〒546-0044 06-6654-3488株式会社メディケイズ山口　智恵子 平26. 5. 1調剤 薬局
     大阪市東住吉区北田辺６丁目１６常　勤:    1　代表取締役　桑谷　 新規 現存
     番２号１Ｆ (薬       1)典子 平26. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50108-03172 ＳＫ薬局 〒546-0042 06-6701-3955株式会社ＳＫ薬局　代小林　俊司 平26. 8. 1調剤 薬局
     大阪市東住吉区西今川４丁目２３常　勤:    3表取締役　小林　俊司 新規 現存
     番２０号ヴィーブル中野１Ｆ (薬       3) 平26. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  50208-03206 カメイ調剤薬局　北田〒546-0043 06-4301-1511カメイ株式会社　代表戸山　徳子 平27.10. 1調剤 薬局
     辺駅前店 大阪市東住吉区駒川１丁目６番１常　勤:    5取締役　亀井　文行 新規 現存
     ８号メゾンセドーレ１Ｆ (薬       5) 平27.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50308-03214 スギ薬局　鷹合店 〒546-0014 06-6607-3301株式会社スギ薬局　代村尾　まゆみ 平27.10. 1調剤 薬局
     大阪市東住吉区鷹合１丁目１３番常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     ６号 (薬       1) 平27.10. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50408-03222 ひかり薬局　東田辺店〒546-0032 06-6115-6785有限会社四国メディカ上野　千恵 平27.11. 1調剤 薬局
     大阪市東住吉区東田辺２丁目４番常　勤:    1ル・サポート　代表取 新規 現存
     １号ファーストハイツ駒川１０１(薬       1)締役　吉村　昭世 平27.11. 1
     号 非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50508-03230 ヒノデ薬局 〒546-0003 06-6702-8750稻部　敦子 稻部　敦子 平27.12. 1調剤 薬局
     大阪市東住吉区今川７丁目１３番常　勤:    3 継承 現存
     ２９号１Ｆ (薬       3) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50608-03248 スギ薬局　長居公園通〒546-0023 06-4703-5602株式会社スギ薬局　代金　銑賢 平28.11. 1調剤 薬局
     店 大阪市東住吉区矢田一丁目１６番常　勤:    1表取締役　榊原　栄一 新規 現存
     １２号 (薬       1) 平28.11. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50708-03263 オーケー薬局 〒546-0035 06-6605-1200株式会社アイセイ薬局中川　司 平28.10. 1調剤 薬局
     大阪市東住吉区山坂五丁目１６番常　勤:    1　代表取締役　藤井　 組織変更 現存
     １号山坂マンション１階 (薬       1)江美 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50808-03289 はな薬局　東田辺店 〒546-0032 06-6657-4187株式会社メディカルパ元橋　庸兆 平29. 3. 1調剤 薬局
     大阪市東住吉区東田辺二丁目２７常　勤:    2ーク　代表取締役　谷 新規 現存
     番１４号　１Ｆ (薬       2)前　信治 平29. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  50908-03297 さん薬局 〒546-0013 06-6704-0757株式会社アップウェル打上　奈穂子 平29. 3. 1調剤 薬局
     大阪市東住吉区湯里一丁目１番６常　勤:    1ズ　代表取締役　打上 組織変更 現存
     号　１階 (薬       1)　奈穂子 平29. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51008-03305 ドクトル薬局 〒546-0013 06-6773-9883株式会社ＡＭＣ　代表松浦　吉高 平29. 4. 1調剤 薬局
     大阪市東住吉区湯里五丁目３番９常　勤:    1取締役　松浦　吉高 新規 現存
     号 (薬       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51108-03313 ラ・サンテ薬局 〒546-0042 06-6777-8201株式会社ミルキーファ一二三　由起子 平29. 4. 1調剤 薬局
     大阪市東住吉区西今川三丁目１５常　勤:    1ーマシー　代表取締役 新規 現存
     番６号丸仲第一ビル１－Ｂ (薬       1)　松山　喜範 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51208-03321 ドレミ薬局　東田辺店〒546-0043 06-6696-1080有限会社ドレミ　代表内山　浩幸 平29. 8. 1調剤 薬局
     大阪市東住吉区駒川５丁目２番１常　勤:    1取締役　正井　克典 組織変更 現存
     ２号 (薬       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51308-03339 アイビー薬局 〒546-0044 06-6626-2100株式会社ミニチュアラ和田　剛 平29. 9. 1調剤 薬局
     大阪市東住吉区北田辺六丁目２番常　勤:    1ンプ　代表取締役　和 組織変更 現存
     ２４号１Ｆ (薬       1)田　剛 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51408-03347 ニコニコ薬局 〒546-0013 06-6700-8668誠和メディカル株式会柳井　英之 平29.12. 1調剤 薬局
     大阪市東住吉区湯里四丁目７番３常　勤:    1社　代表取締役　柳井 組織変更 現存
     ０号カーサファミーユ１０１ (薬       1)　英之 平29.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51508-03354 ヤナイ保健薬局 〒546-0022 06-6702-4173誠和メディカル株式会柳井　和代 平29.12. 1調剤 薬局
     大阪市東住吉区住道矢田１丁目２常　勤:    1社　代表取締役　柳井 組織変更 現存
     ５番７号 (薬       1)　英之 平29.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  51608-03362 サエラ薬局　今川店 〒546-0003 06-6706-5933株式会社サエラファー松下　直之 平30. 1. 1調剤 薬局
     大阪市東住吉区今川３丁目１２番常　勤:    1マシーズ　代表取締役 組織変更 現存
     １２号１Ｆ (薬       1)　小池　由久 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51708-03370 針中野ひよこ薬局 〒546-0014 06-6609-8710エース・クリエイト株上田　篤子 平30. 2. 1調剤 薬局
     大阪市東住吉区鷹合二丁目１番１常　勤:    1式会社　代表取締役　 組織変更 現存
     ４号　　イーストサイド駒川１階(薬       1)梶谷　親祥 平30. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51808-03388 杭全ファーマライズ薬〒546-0002 06-6710-2677株式会社テラ・ヘルス伊藤　美弥 平30. 3. 1調剤 薬局
     局 大阪市東住吉区杭全七丁目９番１常　勤:    4プロモーション　代表 組織変更 現存
     ８号 (薬       4)取締役　赤松　優仁 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51908-03396 杭全みなみ薬局 〒546-0003 06-4301-8520株式会社テラ・ヘルス今里　清美 平30. 3. 1調剤 薬局
     大阪市東住吉区今川一丁目４番１常　勤:    2プロモーション　代表 組織変更 現存
     ０号サンライフ今川１０１号 (薬       2)取締役　赤松　優仁 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52009-00226 玉置薬局 〒569-0025 072-675-0197有限会社玉置薬局　代玉置　香 昭44. 4. 1調剤 薬局
     高槻市藤の里町１０番２４号 常　勤:    1表取締役　玉置　香 現存
     (薬       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52109-00713 わかば薬局 〒569-0826 0726-95-0802中平　博子 中平　博子 昭52. 7. 1調剤 薬局
     高槻市寿町三丁目３３番１７号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52209-00978 藤井薬局 〒569-1113 0726-81-2459藤井　和彦 藤井　とし子 昭58. 9. 1調剤 薬局
     高槻市別所中の町１０番９号 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52309-01000 かんまき薬局 〒569-0001 072-669-0625有限会社かんまき薬局大類　弥穂子 昭59.10. 1調剤 薬局
     高槻市淀の原町５３番１７号 常　勤:    3　代表取締役　芦田　 新規 現存
     (薬       3)泰弦 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  52409-01042 瑞峰堂薬局 〒569-0804 0726(82)0810松上　正良 松上　正良 昭60. 9. 1調剤 薬局
     高槻市紺屋町１３－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52509-01174 ナカタ薬局 〒569-0824 0726-96-2665中田　早良子 中田　早良子 平元. 7. 7調剤 薬局
     高槻市川添二丁目１１番２号 常　勤:    1 移転 現存
     (薬       1) 平28. 7. 7
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52609-01224 セントラル薬局 〒569-0077 072-661-0720有限会社セントラル薬宮本　聡史 平 2. 7. 1調剤 薬局
     高槻市野見町２－５７石本ビル１常　勤:    4局　代表取締役　堀　 新規 現存
     階 (薬       4)裕 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52709-01273 王漢方薬局 〒569-0812 0726-94-6447古川　隆浩 古川　隆浩 平 3. 4. 1調剤 薬局
     高槻市登美の里町１－５岸田コー常　勤:    1 新規 現存
     ポ１階 (薬       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52809-01307 アカデミー薬局 〒569-0078 0726-61-1460岡本　勇 岡本　勇 平 4. 9. 1調剤 薬局
     高槻市大手町３－１７メゾン・ト常　勤:    1 新規 現存
     ルース大手町１０１－Ａ (薬       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52909-01356 オーティ薬局 〒569-1117 072-681-7755株式会社　オーティ　木村　康子 平 5. 2. 1調剤 薬局
     高槻市天神町一丁目９番２０号Ｙ常　勤:    2代表取締役　髙橋　敦 移転 現存
     ビル１階 (薬       2)史 平29. 2. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53009-01364 高槻東大阪ファーマシ〒569-0804 0726-83-8802高槻東大阪ファーマシ横井　幸子 平 5. 2. 1調剤 薬局
     ィ薬局 高槻市紺屋町６番１６号ライトハ常　勤:    3ィ薬局株式会社　代表 組織変更 現存
     ウス１階 (薬       3)取締役　松前　義章 平29. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53109-01497 天神薬局 〒569-1121 072-682-6327有限会社一奈　代表取春日井　容子 平 6. 3. 1調剤 薬局
     高槻市真上町一丁目３番５－１０常　勤:    4締役　長尾　喜代子 新規 現存
     ９ (薬       4) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  53209-01513 本田薬局 〒569-0855 072-692-1610本田薬局株式会社　代本田　圭佑 平 6. 3. 1調剤 薬局
     高槻市牧田町１０－１ 常　勤:    1表取締役　本田　圭佑 組織変更 現存
     (薬       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53309-01554 タカハシ薬局 〒569-0046 0726-74-4327髙橋　久雄 髙橋　久雄 平 7.10.30調剤 薬局
     高槻市登町１６番１３号 常　勤:    1 移転 現存
     (薬       1) 平28.10.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53409-01570 大手前薬局 〒569-0824 072-694-6060有限会社　大手前薬局前村　一成 平 8. 4. 1調剤 薬局
     高槻市川添二丁目１１番７号 常　勤:    2　代表取締役　前村　 組織変更 現存
     (薬       2)一成 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53509-01596 オーティ薬局 〒569-0034 072-661-0777株式会社　オーティ　谷口　真理子 平 8. 7. 1調剤 薬局
     高槻市大塚町五丁目１２番５号 常　勤:    4代表取締役　髙橋　敦 移転 現存
     (薬       4)史 平29. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53609-01612 きらら薬局 〒569-1041 072-695-0995有限会社寺田　代表取池本　ひとみ 平 9. 4. 1調剤 薬局
     高槻市奈佐原二丁目３－２２プレ常　勤:    1締役　寺田　慶一 新規 現存
     ザントアーク１階 (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53709-01711 キタ薬局 〒569-0082 0726-73-3404有限会社　キタ薬局　山内　かな子 平10. 8.21調剤 薬局
     高槻市明野町２０番１号 常　勤:    1代表取締役　喜多　雅 組織変更 現存
     (薬       1)英 平28. 8.21
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53809-01737 コーナン薬局 〒569-0803 072-686-5701株式会社コーナン薬局伊藤　洋子 平11. 3. 1調剤 薬局
     高槻市高槻町１０番１号 常　勤:    4　代表取締役　井上　 新規 現存
     (薬       4)博氏 平29. 3. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53909-01810 西町薬局 〒569-0854 072-696-2135丸山　 次 丸山　 次 平12. 2. 1調剤 薬局
     高槻市西町３２番１０号 常　勤:    3 新規 現存
     (薬       3) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  54009-01828 めぐみ薬局 〒569-1136 072-686-1055有限会社　めぐみ薬局友谷　美穂 平12. 3. 1調剤 薬局
     高槻市郡家新町１０－１２ 常　勤:    4　代表取締役　山﨑　 新規 現存
     (薬       4)慎太郎 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54109-01844 青山薬局　日吉台店 〒569-1022 072-680-3131有限会社　青山薬局　川村　貴子 平12. 4. 1調剤 薬局
     高槻市日吉台５番町１１－１ 常　勤:    1代表取締役　青山　静 新規 現存
     (薬       1)子 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54209-01885 ＡＢＣ薬局 〒569-0076 072-676-8660有限会社　かんまき薬岩附　竜一 平12. 4. 1調剤 薬局
     高槻市出丸町６番２号ボストンビ常　勤:    4局　代表取締役　芦田 新規 現存
     ル１階 (薬       4)　泰弦 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54309-01893 たんぽぽ下田部薬局 〒569-0046 072-670-3553有限会社　アイワ　代市原　仁美 平12. 4. 1調剤 薬局
     高槻市登町１８番１号 常　勤:    3表取締役　梅垣　泰史 新規 現存
     (薬       3) 平30. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54409-01927 たんぽぽ富田薬局 〒569-0814 072-699-9910有限会社　アイワ　代山本　友美 平12. 5. 1調剤 薬局
     高槻市富田町六丁目６番１号 常　勤:    6表取締役　梅垣　泰史 新規 現存
     (薬       6) 平30. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54509-01968 エンゼル薬局 〒569-0822 0726-71-0391有限会社　エンゼル　吉田　泰典 平12. 6.29調剤 薬局
     高槻市津之江町一丁目４５番１３常　勤:    2取締役　吉田　泰典 組織変更 現存
     号 (薬       2) 平30. 6.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54609-01976 栄町ケアーズ薬局 〒569-0825 0726-94-3082株式会社ケアーズ　代山根　和子 平12.10. 1調剤 薬局
     高槻市栄町二丁目５番１号 常　勤:    3表取締役　岸本　一男 新規 現存
     (薬       3) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  54709-01984 ミニー薬局 〒569-1044 0726-90-5888株式会社　コーナン薬津田　容子 平12.10. 1調剤 薬局
     高槻市上土室三丁目１３番１１号常　勤:    1局　代表取締役　井上 新規 現存
     (薬       1)　博氏 平24.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54809-02016 ヘイワドー薬局 〒569-1041 0726-90-0800光信産業株式会社　代和久田　敬子 平12.12. 1調剤 薬局
     高槻市奈佐原二丁目１１番２１号常　勤:    2表取締役　坂出　道昭 新規 現存
     (薬       2) 平24.12. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54909-02024 ハート薬局 〒569-1024 0726-88-8102株式会社　中央第一薬槌谷　直子 平13. 1. 1調剤 薬局
     高槻市寺谷町３７番７号 常　勤:    3局　代表取締役　井上 新規 現存
     (薬       3)　博氏 平25. 1. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55009-02032 アピス薬局　日赤前店〒569-1046 0726-97-1481株式会社アピスファー吉田　千草 平13. 1. 1調剤 薬局
     高槻市塚原四丁目１番１０号 常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)川越　敏章 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55109-02081 安岡寺みどり薬局 〒569-1029 0726-89-5500有限会社グリーンメデ植木　茂 平13.12. 1調剤 薬局
     高槻市安岡寺町一丁目１５番２号常　勤:    1ィクス　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)岸本　一男 平25.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55209-02131 サンキ薬局 〒569-0814 0726-97-5000有限会社三帰　代表取山田　彩子 平14. 6. 1調剤 薬局
     高槻市富田町二丁目１０番３号 常　勤:    1締役　中村　忠義 新規 現存
     (薬       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55309-02172 オーティ薬局 〒569-0824 072-697-5200株式会社　オーティ　穴見　恵子 平15. 2. 1調剤 薬局
     高槻市川添二丁目７番３号 常　勤:    1代表取締役　髙橋　敦 新規 現存
     (薬       1)史 平27. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  55409-02180 パイン薬局　西真上店〒569-1127 072-685-8563高槻東大阪ファーマシ佐貫　大介 平15. 4. 1調剤 薬局
     高槻市西真上一丁目３２番１２号常　勤:    1ィ薬局株式会社　代表 新規 現存
     レジデンス西真上１階 (薬       1)取締役　松前　義章 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55509-02198 えびす薬局 〒569-0007 072-686-2886有限会社ポジトロン　宮﨑　里奈 平15. 4. 1調剤 薬局
     高槻市神内二丁目２８番１３号東常　勤:    1取締役　髙濱　裕香 新規 現存
     ア第１ビル１０２号 (薬       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55609-02206 ＡＢＣ薬局 〒569-1144 072-692-4747有限会社かんまき薬局上田　祐己 平15. 7. 1調剤 薬局
     高槻市大畑町３番２号 常　勤:    2　代表取締役　芦田　 新規 現存
     (薬       2)泰弦 平27. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55709-02289 キリン堂薬局　氷室店〒569-1141 072-697-7400株式会社キリン堂　代ルウ　イン 平16. 2. 1調剤 薬局
     高槻市氷室町四丁目１番１２号 常　勤:    1表取締役　寺西　豊彦 新規 現存
     (薬       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55809-02305 高槻駅前ケアーズ薬局〒569-1123 072-682-9013株式会社ケアーズ　代林　正司郎 平16. 2.16調剤 薬局
     高槻市芥川町一丁目２番Ｂ－０１常　勤:    5表取締役　岸本　一男 移転 現存
     ０９ (薬       5) 平28. 2.16
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55909-02339 三進堂薬局 〒569-0822 072-673-8240有限会社三進堂薬局　藤井　泰元 平16. 4. 1調剤 薬局
     高槻市津之江町一丁目６０番８号常　勤:    3代表取締役　藤井　泰 組織変更 現存
     (薬       3)元 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56009-02347 木の実薬局 〒569-0805 072-684-7599川村　忠明 川村　忠明 平16. 6. 1調剤 薬局
     高槻市上田辺町３番１２号光栄ハ常　勤:    2 新規 現存
     イツ高槻１階 (薬       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56109-02354 メイプル薬局 〒569-0007 072-686-1117有限会社メディカルツ須藤　友之 平16. 6. 1調剤 薬局
     高槻市神内二丁目２８番５３号 常　勤:    2リー　代表取締役　須 新規 現存
     (薬       2)藤　友之 平28. 6. 1
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  56209-02362 ウイル薬局 〒569-1145 072-697-3838有限会社ウイル　代表出野　和子 平16. 7. 1調剤 薬局
     高槻市富田丘町３番１２号　１０常　勤:    3取締役　出野　和子 新規 現存
     ８ (薬       3) 平28. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56309-02412 さくら薬局 〒569-1141 072-694-0008有限会社　アステラ　細川　孝子 平17. 1. 1調剤 薬局
     高槻市氷室町一丁目２５番１３号常　勤:    1代表取締役　松尾　浩 組織変更 現存
     ファミール５号館１０５号 (薬       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56409-02420 かえで薬局 〒569-0053 072-662-6831株式会社　ＫＮファー土江　恵美 平17. 5. 1調剤 薬局
     高槻市春日町５番１８号イナリハ常　勤:    2マシー　代表取締役　 新規 現存
     ウスⅢ１０１号室 (薬       2)福永　浩之 平29. 5. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56509-02461 タカダ薬局 〒569-1133 072-682-3881有限会社タカダ薬局　野口　尚美 平17.10. 1調剤 薬局
     高槻市川西町一丁目３０番２８号常　勤:    1代表取締役　田中　裕 組織変更 現存
     (薬       1)之 平29.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56609-02479 高槻薬局 〒569-0802 072-681-2033日本メディカルシステ井奥　裕美 平18. 4. 1調剤 薬局
     高槻市北園町１６－１０ 常　勤:    5ム株式会社　代表取締 新規 現存
     (薬       5)役　高木　友直 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56709-02487 フラワー薬局　高槻店〒569-0852 072-693-8193株式会社メディカル一坂本　恵理子 平18. 5. 1調剤 薬局
     高槻市北柳川町１４番２号 常　勤:    4光　代表取締役　野間 新規 現存
     (薬       4)　誠司 平30. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56809-02529 エムケー薬局 〒569-0852 072-695-8459株式会社セラフィ　代橋口　麻美子 平18. 5. 1調剤 薬局
     高槻市北柳川町６番２６号 常　勤:    4表取締役　松尾　浩 移転 現存
     (薬       4) 平30. 5. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  56909-02537 奈佐原ケアーズ薬局 〒569-1043 072-690-5805株式会社ケアーズ　代土井　裕子 平18. 8. 1調剤 薬局
     高槻市奈佐原元町３８番１５号 常　勤:    2表取締役　岸本　一男 新規 現存
     (薬       2) 平24. 8. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57009-02545 コアラ薬局 〒569-0814 072-693-9700株式会社宏和　代表取 田　俊幸 平18. 9. 1調剤 薬局
     高槻市富田町三丁目１番９号 常　勤:    5締役　有岡　町 新規 現存
     (薬       5) 平24. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57109-02552 キタ薬局　永楽店 〒569-0083 072-662-7067有限会社キタ薬局　代宮下　幸子 平18. 9. 1調剤 薬局
     高槻市永楽町３番１２号 常　勤:    1表取締役　喜多　雅英 新規 現存
     (薬       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57209-02560 ココカラファイン薬局〒569-1145 072-690-5367株式会社ココカラファ谷　紗織 平18. 9. 1調剤 薬局
     　摂津富田店 高槻市富田丘町２－２ステーシア常　勤:    1イン　ヘルスケア　代 新規 現存
     高槻１階 (薬       1)表取締役　塚本　厚志 平24. 9. 1
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57309-02578 コクミン薬局　高槻店〒569-1044 072-690-3106株式会社コクミン　代大田　香代 平18. 9. 1調剤 薬局
     高槻市上土室五丁目３４番１号阿常　勤:    7表取締役　絹巻　秀展 組織変更 現存
     武野第一マンション１階 (薬       7) 平24. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57409-02586 ピース薬局 〒569-1032 072-687-7025有限会社秋山調剤薬局関口　拓也 平18.11. 1調剤 薬局
     高槻市宮之川原一丁目５番２２号常　勤:    2　代表取締役　秋山　 新規 現存
     (薬       2)茂　関口　拓也 平24.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57509-02610 オーティ薬局 〒569-0035 072-672-8033株式会社　オーティ　福井　彰子 平19. 1. 1調剤 薬局
     高槻市深沢町一丁目２７番５号 常　勤:    2代表取締役　髙橋　敦 新規 現存
     (薬       2)史 平25. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  57609-02628 オリーブ薬局 〒569-1136 072-685-7690有限会社タカダ薬局　田中　幸子 平19. 6. 1調剤 薬局
     高槻市郡家新町４番３４号 常　勤:    1代表取締役　田中　裕 新規 現存
     (薬       1)之 平25. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57709-02651 アイ薬局 〒569-1029 072-680-2300有限会社アイエムメデ寺本　理智 平19. 7. 1調剤 薬局
     高槻市安岡寺町一丁目１７番９号常　勤:    2ィカル　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)森　孝史 平25. 7. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57809-02669 あおぞら薬局 〒569-1123 072-683-3377柳井　進子 柳井　進子 平19. 7. 1調剤 薬局
     高槻市芥川町二丁目１番２２号 常　勤:    2 継承 現存
     (薬       2) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57909-02677 べんきょう堂薬局 〒569-0802 072-686-1555株式会社ファルコファ松吉　延之 平19. 8. 1調剤 薬局
     高槻市北園町１６番１７号 常　勤:    1ーマシーズ　代表取締 組織変更 現存
     (薬       1)役　松原　宣正 平25. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58009-02693 芥川ケアーズ薬局 〒569-1123 072-685-1394株式会社ケアーズ　代水野　節子 平19.11. 1調剤 薬局
     高槻市芥川町二丁目１４番１号 常　勤:    2表取締役　岸本　一男 新規 現存
     (薬       2) 平25.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58109-02719 高槻中央薬局 〒569-0802 072-685-7272株式会社くらもと　代倉本　進 平19.11. 1調剤 薬局
     高槻市北園町１８番１号コーケン常　勤:    1表取締役　倉本　守 組織変更 現存
     ビル１階 (薬       1) 平25.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58209-02727 くらもと薬局 〒569-0071 072-675-1000株式会社くらもと　代倉本　洋子 平19.11. 1調剤 薬局
     高槻市城北町二丁目３番４号 常　勤:    1表取締役　倉本　守 組織変更 現存
     (薬       1) 平25.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  58309-02735 アイムフローラ薬局 〒569-1044 072-696-0234株式会社アイム　代表大谷　恭代 平20. 1. 1調剤 薬局
     高槻市上土室三丁目２番１２号 常　勤:    1取締役　佐藤　秀樹 新規 現存
     (薬       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58409-02743 キリン堂薬局　高槻野〒569-0013 072-662-3980株式会社キリン堂　代中井　康博 平20. 4. 1調剤 薬局
     田店 高槻市野田一丁目２４番１０号 常　勤:    2表取締役　寺西　豊彦 新規 現存
     (薬       2) 平26. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58509-02776 オーティ薬局 〒569-0081 072-672-8772株式会社　オーティ　杉江　多繪子 平20. 6. 1調剤 薬局
     高槻市宮野町３番８号 常　勤:    1代表取締役　髙橋　敦 新規 現存
     (薬       1)史 平26. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58609-02784 アピス薬局　奈佐原店〒569-1041 072-697-6800株式会社アピスファー奥村　貴子 平20. 6. 1調剤 薬局
     高槻市奈佐原四丁目１０番１７号常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)川越　敏章 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58709-02792 かえで薬局　城南店 〒569-0056 072-672-6630株式会社ＫＮファーマ髙畑　洋三 平20. 8. 1調剤 薬局
     高槻市城南町二丁目４６番１号 常　勤:    1シー　代表取締役　福 新規 現存
     (薬       1)永　浩之 平26. 8. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58809-02826 オオサカ薬局 〒569-0086 072-661-8154株式会社オオサカ薬局佐原　眞由美 平20. 9. 1調剤 薬局
     高槻市松原町１６番１３号 常　勤:    2　代表取締役　楠原　 組織変更 現存
     (薬       2)喜太郎 平26. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58909-02834 イオン薬局高槻店 〒569-0093 072-669-5719イオンリテール株式会中道　亮平 平20. 8.21調剤 薬局
     高槻市萩之庄三丁目４７番２号イ常　勤:    5社　代表取締役　岡崎 組織変更 現存
     オン高槻店１階 (薬       5)　双一 平26. 8.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  59009-02842 スギ薬局　高槻店 〒569-0802 072-686-3700株式会社スギ薬局　代太田　恵理子 平20. 9. 1調剤 薬局
     高槻市北園町１８番５号 常　勤:    2表取締役　 原　栄一 組織変更 現存
     (薬       2) 平26. 9. 1
     非常勤:   31
     (薬      31)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59109-02859 青山薬局 〒569-1115 072-684-1141有限会社　青山薬局　和多田　修司 平20.10. 1調剤 薬局
     高槻市古曽部町二丁目１３番４号常　勤:    4代表取締役　青山　静 移転 現存
     ＭＲビル１階 (薬       4)子 平26.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59209-02867 富田駅前ケアーズ薬局〒569-0814 072-697-7800株式会社ケアーズ　代冨士原　良絵 平20.12. 1調剤 薬局
     高槻市富田町一丁目１２番３号 常　勤:    4表取締役　岸本　一男 新規 現存
     (薬       4) 平26.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59309-02917 コーナン薬局 〒569-0804 072-646-7513株式会社コーナン薬局 平21. 1. 1調剤 薬局
     高槻市紺屋町９番１８号さつきビ常　勤:    7　代表取締役　石束　 新規 現存
     ル１階 (薬       7)卓巳 平27. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59409-02925 スマイル薬局 〒569-1022 072-668-5525株式会社スマイル薬局三宅　良宏 平21. 3. 1調剤 薬局
     高槻市日吉台五番町１５番１２号常　勤:    2　代表取締役　三宅　 新規 現存
     (薬       2)良宏 平27. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59509-02933 青山薬局　一番町店 〒569-1022 072-698-1118有限会社青山薬局　代和多田　弥生 平21. 3. 1調剤 薬局
     高槻市日吉台一番町１７番１号 常　勤:    2表取締役　青山　静子 新規 現存
     (薬       2) 平27. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59609-02958 まかみ薬局 〒569-1121 072-686-6010株式会社真上　代表取吉村　令子 平21. 4. 1調剤 薬局
     高槻市真上町三丁目１２番１４号常　勤:    7締役　甲斐　明美 新規 現存
     (薬       7) 平27. 4. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  59709-02966 さくら保健薬局 〒569-1026 072-668-3077株式会社テラ・ヘルス木山　浩太郎 平21. 4. 1調剤 薬局
     高槻市緑が丘一丁目３番１号中島常　勤:    2プロモーション　代表 新規 現存
     グリーンビル１０２ (薬       2)取締役　赤松　優仁 平27. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59809-02974 ぐんげ薬局 〒569-1131 072-686-0180株式会社バンブー　代百本　俊哉 平21. 4. 1調剤 薬局
     高槻市郡家本町６番３号 常　勤:    1表取締役　久井　隆 新規 現存
     (薬       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59909-02982 スギ薬局　高槻西冠店〒569-0055 072-662-6636株式会社スギ薬局　代遠藤　綾 平21. 5. 1調剤 薬局
     高槻市西冠二丁目２番１号 常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平27. 5. 1
     非常勤:   18
     (薬      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60009-02990 太陽薬局 〒569-0071 072-675-7100株式会社太陽薬品　代森　美代子 平21. 4. 1調剤 薬局
     高槻市城北町一丁目４番２０号 常　勤:    2表取締役　森　伸亮 移転 現存
     (薬       2) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60109-03006 イシダ薬局 〒569-1029 072-688-4190株式会社カルモ　代表石田　里美 平21. 5. 1調剤 薬局
     高槻市安岡寺町二丁目１８番１号常　勤:    2取締役　石田　佳弘 組織変更 現存
     (薬       2) 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60209-03014 アルフィ薬局 〒569-0825 072-697-3311株式会社カルモ　代表石田　佳弘 平21. 5. 1調剤 薬局
     高槻市栄町二丁目１９番７号サカ常　勤:    3取締役　石田　佳弘 組織変更 現存
     エ第５ビル１階 (薬       3) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60309-03030 たかつき調剤薬局 〒569-1029 072-687-7777有限会社Ｅ・ＲＩＳＥ東　幸広 平21. 7. 1調剤 薬局
     高槻市安岡寺町五丁目１番３号 常　勤:    2　代表取締役　東　幸 新規 現存
     (薬       2)広 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60409-03048 なのはな薬局　真上店〒569-1121 072-686-6667有限会社スターシップ土橋　立子 平21. 9. 1調剤 薬局
     高槻市真上町二丁目１番３１号メ常　勤:    1　取締役　近藤　直緒 新規 現存
     ゾンレヴェーユ１０１ (薬       1)美 平27. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
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  60509-03055 きららみらい薬局 〒569-0814 072-697-0035株式会社Ｊ．みらいメ坊農　あかね 平22. 1. 1調剤 薬局
     高槻市富田町一丁目１１番７号ハ常　勤:    5ディカル　代表取締役 組織変更 現存
     イム岡１０１号 (薬       5)　串田　ゆか 平28. 1. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60609-03063 のぞみ薬局 〒569-0856 072-679-2666株式会社　エーシー　安代　浩士 平22. 5. 1調剤 薬局
     高槻市玉川新町８番２号 常　勤:    7代表取締役　道下　玄 新規 現存
     (薬       7)三 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60709-03071 かるがも薬局　高槻店〒569-1123 072-682-5281株式会社メディカルか亀渕　典子 平22.10. 1調剤 薬局
     高槻市芥川町二丁目３番２号 常　勤:    1るがも　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)森　正彦 平28.10. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60809-03089 日本調剤　高槻アイケ〒569-0071 072-671-9005日本調剤株式会社　代高谷　友佳 平22.10. 1調剤 薬局
     イ薬局 高槻市城北町二丁目１番１８号 常　勤:   12表取締役　三津原　博 組織変更 現存
     (薬      12) 平28.10. 1
     非常勤:   35
     (薬      35)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60909-03097 オーティ薬局 〒569-0056 072-675-3611株式会社　オーティ　林　加奈 平22.12. 1調剤 薬局
     高槻市城南町二丁目４番１号 常　勤:    1代表取締役　髙橋　敦 新規 現存
     (薬       1)史 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61009-03105 オーティ薬局 〒569-0802 072-685-7181株式会社　オーティ　浅野　理保子 平23. 4. 1調剤 薬局
     高槻市北園町１６番１６号 常　勤:    2代表取締役　髙橋　敦 新規 現存
     (薬       2)史 平29. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61109-03139 ビス薬局 〒569-1114 072-681-9900福永　 郎 福永　 郎 平23. 6. 1調剤 薬局
     高槻市別所新町３－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  61209-03147 サエラ薬局　高槻店 〒569-1115 072-685-2242株式会社　サエラファ倉田　由紀子 平23. 7. 1調剤 薬局
     高槻市古曽部町２丁目１３番２７常　勤:    1ーマシーズ　代表取締 移転 現存
     号 (薬       1)役　小池　由久 平29. 7. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61309-03162 そよかぜ薬局 〒569-1123 072-669-9325株式会社萬年青　代表東口　大輔 平23. 9. 1調剤 薬局
     高槻市芥川町１丁目１５－２３ 常　勤:    2取締役　東口　大輔 新規 現存
     (薬       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61409-03170 いちご薬局　高槻店 〒569-0852 072-693-2315株式会社アイ　代表取羽田　崇子 平23.11. 1調剤 薬局
     高槻市北柳川町１５－１３ 常　勤:    1締役　羽田　崇子 移転 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61509-03212 ハーブ薬局 〒569-0053 072-668-4141株式会社ピープルリン樋口　淳子 平24. 3.31調剤 薬局
     高槻市春日町１－２６　松岡ビル常　勤:    3ク　代表取締役　奥小 組織変更 現存
     １Ｆ (薬       3)路　裕麻 平30. 3.31
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61609-03220 イルカ薬局 〒569-0076 072-675-7225株式会社　Ｔ・Ｙメデ大野　恵子 平24. 5. 1調剤 薬局
     高槻市出丸町６－３９ 常　勤:    1ィカル　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)住岡　敏夫 平30. 5. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61709-03246 なのはな薬局 〒569-0071 072-676-8811有限会社スターシップ近藤　直緒美 平24. 5. 1調剤 薬局
     高槻市城北町１丁目４－１８ 常　勤:    1　取締役　近藤　直緒 移転 現存
     (薬       1)美 平30. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61809-03253 くるみ薬局 〒569-0046 072-661-5204株式会社サンウェル　宇都宮　純子 平24. 6. 1調剤 薬局
     高槻市登町１６－７ 常　勤:    2代表取締役　髙橋　一 組織変更 現存
     (薬       2)敏 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61909-03261 ＡＢＣ薬局 〒569-1124 072-669-0625有限会社かんまき薬局西野　瑞枝 平24. 6. 4調剤 薬局
     高槻市南芥川町７－６ 常　勤:    4　代表取締役　芦田　 移転 現存
     (薬       4)泰弦 平30. 6. 4
     非常勤:    2
     (薬       2)
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  62009-03279 なの花薬局　ミューズ〒569-1116 072-686-6170株式会社共栄ファーマ西田　悠 平24. 7. 1調剤 薬局
     たかつき店 高槻市白梅町４－８ジオタワー高常　勤:    2シー　代表取締役　宇 新規 現存
     槻ミューズフロント３階 (薬       2)野　光裕 平24. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62109-03287 近畿調剤あぶやまスク〒569-1041 072-694-2222近畿調剤株式会社　代箕牧　嘉実 平24. 7. 1調剤 薬局
     ウェア薬局 高槻市奈佐原２丁目１１－２１あ常　勤:    2表取締役　吉川　正男 新規 現存
     ぶやまスクウェア１階 (薬       2) 平24. 7. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62209-03295 かるがも薬局　富田店〒569-0826 072-690-7201株式会社メディカルか金子　祥子 平24. 8. 1調剤 薬局
     高槻市寿町１丁目１－５ 常　勤:    1るがも　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       1)森　正彦 平24. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62309-03303 アピス薬局　高槻寿店〒569-0826 072-699-8111株式会社アピスファー清水　明加梨 平24. 9. 1調剤 薬局
     高槻市寿町３丁目９－２ 常　勤:    4マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       4)川越　敏章 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62409-03329 プラザ薬局　ＪＲ高槻〒569-1117 072-682-4118株式会社プラザ薬局　中島　正貴 平24.10. 1調剤 薬局
     店 高槻市天神町１丁目１０－１ 常　勤:    2代表取締役　小田　典 新規 現存
     (薬       2)央 平24.10. 1
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62509-03345 オーティ薬局 〒569-0081 072-675-3336株式会社オーティ　代森田　浩美 平24.12. 1調剤 薬局
     高槻市宮野町２－２２ 常　勤:    5表取締役　髙橋　敦史 移転 現存
     (薬       5) 平24.12. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62609-03352 ポニー薬局 〒569-1142 072-690-3791有限会社一奈　代表取坂本　亜紀子 平24.12. 1調剤 薬局
     高槻市宮田町２丁目５－３０コー常　勤:    2締役　長尾　喜代子 組織変更 現存
     ポ宮田１０５号 (薬       2) 平24.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  62709-03360 さくらファーマシー薬〒569-0802 072-685-2049株式会社さくらファー本田　多嘉子 平25. 2. 1調剤 薬局
     局 高槻市北園町１６－１３ 常　勤:    1マシー　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       1)本田　多嘉子 平25. 2. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62809-03378 クローバー薬局 〒569-1114 072-686-3711株式会社ＳＡＫＡＩ・上田　実希 平25. 4. 1調剤 薬局
     高槻市別所新町２－１４－１０２常　勤:    1エンタープライズ　代 組織変更 現存
     (薬       1)表取締役　酒井　勲 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62909-03386 ＡＢＣ薬局 〒569-0824 072-693-4970有限会社かんまき薬局芦田　泰弦 平25. 4.30調剤 薬局
     高槻市川添２丁目４－３ 常　勤:    4　代表取締役　芦田　 移転 現存
     (薬       4)泰弦 平25. 4.30
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63009-03394 アピス薬局摂津富田店〒569-1144 072-697-1151株式会社　アピスファ田中　まり 平25. 7. 1調剤 薬局
     高槻市大畑町６－１５中央興業摂常　勤:    3ーマシー　代表取締役 新規 現存
     津富田ビル１階 (薬       3)　川越　敏章 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63109-03402 太陽薬局 〒569-0804 072-683-8900株式会社　太陽薬品　森　有子 平25. 9. 1調剤 薬局
     高槻市紺屋町８－３３プラドビル常　勤:    2代表取締役　森　伸亮 新規 現存
     １Ｆ (薬       2) 平25. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63209-03410 イルカ薬局　富田店 〒569-1144 072-695-8080株式会社Ｔ・Ｙメディ福本　弥恵子 平25.10. 1調剤 薬局
     高槻市大畑町１－３マツダビル１常　勤:    1カル　代表取締役　住 新規 現存
     階 (薬       1)岡　敏夫 平25.10. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63309-03428 川添ケアーズ薬局 〒569-0824 072-699-8300株式会社ケアーズ　代村上　初美 平25.11. 1調剤 薬局
     高槻市川添２－１６－６ 常　勤:    1表取締役　岸本　一男 新規 現存
     (薬       1) 平25.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  63409-03436 プラザ薬局　西冠店 〒569-0055 072-676-8500株式会社プラザ薬局　髙城　美樹 平26. 2. 1調剤 薬局
     高槻市西冠１丁目１２－８たかつ常　勤:    1代表取締役　小田　典 新規 現存
     き西冠ビル１階 (薬       1)央 平26. 2. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63509-03444 かわぞえ薬局 〒569-0824 072-669-7637小坂　正人 小坂　正人 平26. 3. 1調剤 薬局
     高槻市川添２丁目２６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63609-03451 コーナン薬局　ときわ〒569-0803 072-681-6810株式会社コーナン薬局田中　邦人 平26. 4. 1調剤 薬局
     店 高槻市高槻町５－２５北本ビル１常　勤:    4　代表取締役　井上　 新規 現存
     Ｆ　Ｂ号室 (薬       4)博氏 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63709-03485 よう調剤薬局 〒569-0025 072-672-5733太田　洋 太田　洋 平26. 7. 1調剤 薬局
     高槻市藤の里町１８－２７ 常　勤:    3 新規 現存
     (薬       3) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63809-03493 星和薬局 〒569-0023 072-675-0655有限会社一奈　代表取井上　和子 平26. 9. 1調剤 薬局
     高槻市松川町２５－８ 常　勤:    2締役　長尾　喜代子 組織変更 現存
     (薬       2) 平26. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63909-03501 メディアックひまわり〒569-0802 072-686-1660グリーンファーマシー昼馬　彩子 平26.10. 1調剤 薬局
     薬局 高槻市北園町１５－１２ 常　勤:    2株式会社　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       2)　古川　健一郎 平26.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64009-03519 なの花薬局　ミューズ〒569-1116 072-686-6464株式会社共栄ファーマ松木　史 平27. 1. 1調剤 薬局
     イースト店 高槻市白梅町４－８ジオタワー高常　勤:    5シー　代表取締役　宇 新規 現存
     槻ミューズフロント３階 (薬       5)野　光裕 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64109-03527 笹川薬局　高槻店 〒569-0071 072-669-8308株式会社笹川薬局　代桑島　淳二 平27. 3. 1調剤 薬局
     高槻市城北町２丁目１－１８ミン常　勤:    1表取締役　笹川　悦子 新規 現存
     グ阪急高槻１階　Ｅ－１２２号 (薬       1) 平27. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  64209-03535 やまぶき薬局 〒569-0803 072-668-4189株式会社やまぶき薬局豊田　敦子 平27. 6. 1調剤 薬局
     高槻市高槻町１４－５金井ビル１常　勤:    1　代表取締役　小林　 組織変更 現存
     Ｆ (薬       1)佳代子 平27. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64309-03543 ツバサ薬局　高槻店 〒569-0804 072-682-2345株式会社オフィスケン川口　絵美 平27. 7. 1調剤 薬局
     高槻市紺屋町７－２５クルアルガ常　勤:    1　代表取締役　影山　 新規 現存
     　イノウエ　１０１号 (薬       1)健 平27. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64409-03550 とまと薬局　富田店 〒569-0814 072-693-1010髙橋　直美 井川　有希子 平27. 9. 1調剤 薬局
     高槻市富田町６丁目１９－１３フ常　勤:    1 新規 現存
     レグランスハイツ１０２号 (薬       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64509-03568 かえる薬局 〒569-1133 072-686-0269岩田　龍洙 岩田　龍洙 平27. 9. 1調剤 薬局
     高槻市川西町１－３１－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64609-03576 プラザ薬局　宮田町店〒569-1142 072-697-0101株式会社プラザ薬局　垣鍔　磨理 平27.10. 1調剤 薬局
     高槻市宮田町１丁目２９－１８た常　勤:    1代表取締役　小田　典 新規 現存
     かつき宮田町ビル１階 (薬       1)央 平27.10. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64709-03584 西冠トモエ薬局 〒569-0055 072-672-8020株式会社Ｔ・Ｙメディ 上　類 平27.11. 1調剤 薬局
     高槻市西冠３－３０－１ 常　勤:    2カル　代表取締役　住 新規 現存
     (薬       2)岡　敏夫 平27.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64809-03600 高槻桜ヶ丘薬局 〒569-0818 072-697-7222株式会社もりがき薬局児玉　龍治 平27.11. 1調剤 薬局
     高槻市桜ヶ丘南町２３－５桜ヶ丘常　勤:    1　代表取締役　森垣　 組織変更 現存
     医療ビル１階 (薬       1)正人 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64909-03618 北摂調剤柳川町薬局 〒569-0853 072-697-2220北摂調剤株式会社　代西井　恭子 平28. 1. 1調剤 薬局
     高槻市柳川町１－１７－１０ 常　勤:    2表取締役　長岡　弘 組織変更 現存
     (薬       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
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  65009-03626 北摂調剤高槻川添薬局〒569-0824 072-697-2202北摂調剤株式会社　代川越　仁志 平28. 1. 1調剤 薬局
     高槻市川添２丁目２３－１ 常　勤:    1表取締役　長岡　弘 組織変更 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65109-03634 青山薬局　摂津富田店〒569-1144 072-697-1200有限会社青山薬局　代加藤　満理奈 平28. 3. 1調剤 薬局
     高槻市大畑町９－４ 常　勤:    1表取締役　青山　静子 新規 現存
     (薬       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65209-03642 オレンジ薬局　阪急高〒569-0071 072-668-5888株式会社プチファーマ荒木　俊雅 平28. 4. 1調剤 薬局
     槻店 高槻市城北町２丁目４－５Ｈｉｓ常　勤:    1シスト　代表取締役　 新規 現存
     ａｋｏ．ＢＬＤ　１Ｆ (薬       1)柳生　美江 平28. 4. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65309-03659 三島センター薬局 〒569-0802 072-685-5083一般社団法人　三島薬川口　進一 平28. 4. 1調剤 薬局
     高槻市北園町１１番１４号　高槻常　勤:    4学教育センター　代表 組織変更 現存
     北園町ビル１，２階 (薬       4)理事　常風　潤一 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65409-03667 アイ薬局　高槻駅前店〒569-0805 072-681-1606有限会社アイメディカ寺本　隆佑 平28. 5. 6調剤 薬局
     高槻市上田辺町１－３０　大阪住常　勤:    2ル　代表取締役　石井 新規 現存
     宅ビル１Ｆ (薬       2)　大三 平28. 5. 6
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65509-03675 いちふく薬局 〒569-0823 072-678-3600福田　剛 福田　剛 平28. 7. 1調剤 薬局
     高槻市芝生町一丁目１番１号－１常　勤:    2 新規 現存
     ０１ (薬       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65609-03683 ウエルシア薬局　高槻〒569-0061 072-676-8450ウエルシア薬局株式会萩原　恵子 平28. 7. 1調剤 薬局
     高西店 高槻市高西町６番７号 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:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  65709-03691 ファルコはやぶさ薬局〒569-0064 072-668-2287株式会社ファルコファ渡邊　紘史 平28. 9. 1調剤 薬局
     　高槻庄所店 高槻市庄所町３番１９号 常　勤:    1ーマシーズ　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　松原　宣正 平28. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65809-03709 ケアーズ薬局　郡家店〒569-1136 072-668-5014株式会社ケアーズ　代守山　博視 平28.10. 1調剤 薬局
     高槻市郡家新町４２－１２ 常　勤:    2表取締役　岸本　一男 新規 現存
     (薬       2) 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65909-03717 ファミリー薬局　高槻〒569-0804 072-681-9990株式会社ファミリー薬細谷　幸彦 平28.11. 1調剤 薬局
     駅前店 高槻市紺屋町１番１号　グリーン常　勤:    1局　代表取締役　柳生 新規 現存
     プラザたかつき１号館５階 (薬       1)　美江 平28.11. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66009-03725 薬局マツモトキヨシ　〒569-0804 072-686-0631株式会社マツモトキヨ寺田　優香 平28.11. 1調剤 薬局
     高槻駅前グリーンプラ高槻市紺屋町１番１号グリーンプ常　勤:    6シ　代表取締役　大田 移転 現存
     ザ店 ラザたかつき１号館２Ｆ (薬       6)　貴雄 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66109-03733 藤田薬局 〒569-0803 072-685-5779株式会社ファーマネッ 田　翔平 平28.11. 1調剤 薬局
     高槻市高槻町９番３号 常　勤:    2ト　代表取締役　藤田 移転 現存
     (薬       2)　多朗 平28.11. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66209-03741 駅クオール薬局ＪＲ高〒569-1116 072-691-0089クオール株式会社　代松村　裕美 平29. 3. 1調剤 薬局
     槻店 高槻市白梅町１－１　ＪＲ高槻駅常　勤:    1表取締役　中村　敬 新規 現存
     ２階 (薬       1) 平29. 3. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66309-03758 ラパン薬局 〒569-1127 072-648-4770株式会社真上　代表取土橋　裕理子 平29. 5.15調剤 薬局
     高槻市西真上１丁目３６番８号ソ常　勤:    2締役　甲斐　明美 新規 現存
     レイユ西真上１階 (薬       2) 平29. 5.15
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66409-03766 よう調剤薬局　芥川店〒569-1123 072-681-6336太田　洋 太田　恵理子 平29. 5. 1調剤 薬局
     高槻市芥川町１丁目１２－１ＯＭ常　勤:    1 新規 現存
     Ｂルミエール１階１０１号 (薬       1) 平29. 5. 1
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  66509-03782 まかみ薬局　大蔵司店〒569-1034 072-648-4850株式会社真上　代表取三好　康雄 平29. 6. 1調剤 薬局
     高槻市大蔵司２丁目５３－６ 常　勤:    3締役　甲斐　明美 新規 現存
     (薬       3) 平29. 6. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66609-03790 ミリオン薬局 〒569-1042 072-648-4050ミリオン調剤薬局有限尾﨑　陽平 平29. 6. 1調剤 薬局
     高槻市南平台４丁目１４－３２ 常　勤:    1会社　代表取締役　尾 新規 現存
     (薬       1)﨑　元昭 平29. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66709-03808 岡崎薬局 〒569-0812 072-696-0698岡崎　啓太郎 岡崎　啓太郎 平29. 8. 1調剤 薬局
     高槻市登美の里町７－３ 常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66809-03816 ツバサ薬局　高槻南店〒569-0064 072-673-5588株式会社オフィスケン谷山　浩子 平29. 9. 1調剤 薬局
     高槻市庄所町２番９号 常　勤:    1　代表取締役　影山　 新規 現存
     (薬       1)健 平29. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66909-03824 サンドラッグ高槻セン〒569-0803 072-686-3251株式会社サンドラッグ 口　翔子 平29.10. 1調剤 薬局
     ター街薬局 高槻市高槻町１６－２　杉本ビル常　勤:    3　代表取締役　赤尾　 新規 現存
     １階 (薬       3)主哉 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67009-03832 ツバメ薬局 〒569-0082 072-648-3727有限会社タカ・コーポ占部　圭子 平29.11. 6調剤 薬局
     高槻市明野町１５－３２　フクイ常　勤:    1レーション　代表取締 新規 現存
     ハイツ１０４ (薬       1)役　髙橋　義利 平29.11. 6
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67109-03840 高槻グローバル薬局 〒569-1044 072-693-2080株式会社サンク　代表奥藤　晋司 平29.10. 1調剤 薬局
     高槻市上土室五丁目２１番２号松常　勤:    1取締役　奥藤　晋司 組織変更 現存
     本ビル１階 (薬       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  67209-03857 同仁薬局 〒569-1115 072-684-0169株式会社サエラファー北畑　宏明 平30. 1. 1調剤 薬局
     高槻市古曽部町一丁目４番１号１常　勤:    4マシーズ　代表取締役 組織変更 現存
     階 (薬       4)　小池　由久 平30. 1. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67309-03865 ケアーズ薬局古曽部店〒569-1115 072-686-2558株式会社ケアーズ　代河合　孝之 平30. 2. 1調剤 薬局
     高槻市古曽部町２丁目２１－２３常　勤:    2表取締役　岸本　一男 新規 現存
     (薬       2) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67409-03873 ウエルシア薬局　高槻〒569-1115 072-684-8203ウエルシア薬局株式会畑原　彰 平30. 2. 1調剤 薬局
     古曽部店 高槻市古曽部町二丁目１７番３号常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平30. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67509-03881 ケアーズ薬局グリーン〒569-0804 072-681-2708株式会社ケアーズ　代柘原　秀史 平30. 4. 1調剤 薬局
     プラザ店 高槻市紺屋町１－１グリーンプラ常　勤:    1表取締役　岸本　一男 新規 現存
     ザたかつき１号館１０１号 (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67609-03899 みずき通りコーナン薬〒569-0804 072-668-1263株式会社コーナン薬局森本　美佳 平30. 5. 1調剤 薬局
     局 高槻市紺屋町１２－１０高槻ヨシ常　勤:    3　代表取締役　石束　 新規 現存
     ダビル１階 (薬       3)卓己 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67709-03915 サンドラッグ阪急富田〒569-0814 072-697-5225株式会社サンドラッグ千葉　俊雄 平30. 6. 1調剤 薬局
     駅前薬局 高槻市富田町１－１３－４ 非常勤:    1　代表取締役　赤尾　 新規 現存
     (薬       1)主哉 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67809-03923 キリン堂薬局　高槻日〒569-1023 072-698-1150株式会社キリン堂　代下浦　達明 平30. 6. 1調剤 薬局
     吉台店 高槻市宮が谷町５０番３号 常　勤:    1表取締役　寺西　豊彦 新規 現存
     (薬       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67909-03931 サンテ薬局　摂津富田〒569-1144 072-697-0250サンテ株式会社　代表宮地　好樹 平30. 6. 1調剤 薬局
     店 高槻市大畑町１３－１ダイエー摂常　勤:    2取締役　米田　裕哉 新規 現存
     津富田店２階 (薬       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  68010-00125 大学薬局 〒555-0022 06-6471-9497松下　春枝 松下　春枝 昭32.10. 1調剤 薬局
     大阪市西淀川区柏里一丁目１８番常　勤:    1 新規 現存
     ８号 (薬       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68110-00380 藤沢薬局 〒555-0024 06(6471)9605藤沢　孝雄 藤沢　孝雄 昭36. 7. 1調剤 薬局
     大阪市西淀川区野里１－１４－１常　勤:    1 新規 現存
     ０ (薬       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68210-00703 アサヒ薬局 〒555-0001 06-6473-2737高山　義治 高山　義治 昭54. 4. 1調剤 薬局
     大阪市西淀川区佃２－２－６０ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68310-00786 アサヒ薬局 〒555-0024 06-6471-1478日高　絹子 日高　絹子 昭57. 1. 1調剤 薬局
     大阪市西淀川区野里一丁目２８番常　勤:    1 新規 現存
     １２号 (薬       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68410-00802 ミテジマ薬局 〒555-0012 06-6471-4285大村　重憲 大村　重憲 昭58. 3. 1調剤 薬局
     大阪市西淀川区御幣島四丁目２番常　勤:    1 新規 現存
     １３号 (薬       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68510-00810 マミー薬局 〒555-0033 06-6474-0537小川　きよみ 小川　きよみ 昭59. 5. 1調剤 薬局
     大阪市西淀川区姫島二丁目１４番常　勤:    1 新規 現存
     ６号 (薬       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68610-00877 のざと薬局 〒555-0023 06(6473)9000夜久　進 夜久　進 昭62. 6.24調剤 薬局
     大阪市西淀川区花川２丁目２１番常　勤:    1 移転 現存
     １５号 (薬       1) 平 5. 6.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68710-00935 イナモリ薬局 〒555-0025 06-6471-2645有限会社イナモリ薬局森山　佳子 平 4. 2. 1調剤 薬局
     大阪市西淀川区姫里ニ丁目６番１常　勤:    2　代表取締役　森山　 組織変更 現存
     ５号 (薬       2)佳子 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68810-00984 マエカワ薬局 〒555-0001 06-6471-6781前川　明子 前川　明子 平 9.10. 1調剤 薬局
     大阪市西淀川区佃三丁目２番２６常　勤:    1 新規 現存
     号千船駅前ビル１階 (薬       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68910-00992 大和田薬局 〒555-0032 06-6478-0270有限会社大阪経営　取郡　孝子 平 9.12. 1調剤 薬局
     大阪市西淀川区大和田六丁目４番常　勤:    3締役　松井　三菜子 新規 現存
     ２２号 (薬       3) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  69010-01016 千船ハート薬局 〒555-0001 06-6471-0237ウタカドラッグ有限会宇髙　重人 平10. 3. 1調剤 薬局
     大阪市西淀川区佃三丁目１０番２常　勤:    1社　代表取締役　宇髙 新規 現存
     号 (薬       1)　重人 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69110-01057 サエラ薬局ププル店 〒555-0001 06-6471-7150株式会社　サエラ薬局髙本　真未 平11. 8. 1調剤 薬局
     大阪市西淀川区佃三丁目２番２６常　勤:    1　代表取締役　小池　 新規 現存
     号 (薬       1)由久 平29. 8. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69210-01065 サエラ薬局すみれ店 〒555-0001 06-6476-5539株式会社　サエラファ星野　佳代子 平11. 8. 1調剤 薬局
     大阪市西淀川区佃二丁目２番３３常　勤:    1ーマシーズ　代表取締 新規 現存
     号１０１号 (薬       1)役　小池　由久 平29. 8. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69310-01131 さくら薬局 〒555-0023 06-4808-5040株式会社テラ・ヘルス安本　果菜 平12. 3. 1調剤 薬局
     大阪市西淀川区花川一丁目１７番常　勤:    4プロモーション　代表 新規 現存
     １３号横川ビル１階 (薬       4)取締役　赤松　優仁 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69410-01156 ヒシヤ薬局 〒555-0023 06-6471-7282和久　修 和久　修 平12. 3. 1調剤 薬局
     大阪市西淀川区花川二丁目２１番常　勤:    1 移転 現存
     １９号ロイヤルユタカ１０２ (薬       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69510-01180 アルバ薬局 〒555-0012 06-6478-7739株式会社アルバ　代表岡田　仁美 平13. 3. 1調剤 薬局
     大阪市西淀川区御幣島四丁目１６常　勤:    1取締役　横田　裕昭 新規 現存
     番１６号 (薬       1) 平25. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69610-01248 阪神薬局 〒555-0001 06-6473-3155株式会社阪神薬局　代葉山　清福 平13.12. 3調剤 薬局
     大阪市西淀川区佃二丁目２番３３常　勤:    1表取締役　浦野　修明 移転 現存
     号 (薬       1) 平25.12. 3
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69710-01271 保元堂薬局 〒555-0025 06-6475-7917佐伯　若文 佐伯　若文 平14.12. 1調剤 薬局
     大阪市西淀川区姫里二丁目１１番常　勤:    1 移転 現存
     ５号 (薬       1) 平26.12. 1
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  69810-01313 つくし薬局 〒555-0022 06-6471-9005有限会社つくし薬局　近藤　悦子 平16.10. 1調剤 薬局
     大阪市西淀川区柏里三丁目１番４常　勤:    2代表取締役　橋本　梓 組織変更 現存
     １号 (薬       2) 平28.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69910-01321 まなび薬局 〒555-0013 06-6474-6001有限会社　エムケイ企横部　久美 平17. 5. 1調剤 薬局
     大阪市西淀川区千舟二丁目８番２常　勤:    1画　取締役　日下　学 新規 現存
     ８号信栄千船ビル１階 (薬       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70010-01347 山路薬局 〒555-0012 06-6745-1375株式会社山路薬局　代石川　貴美 平18. 8. 1調剤 薬局
     大阪市西淀川区御幣島一丁目１８常　勤:    2表取締役　山路　勝也 新規 現存
     番２０号 (薬       2) 平24. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70110-01354 むすび薬局 〒555-0013 06-6475-8191有限会社エムケイ企画竹内　桃子 平18.11. 1調剤 薬局
     大阪市西淀川区千舟二丁目１５番常　勤:    2　取締役　日下　学 新規 現存
     ２号パッサージュⅡ１階 (薬       2) 平24.11. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70210-01362 パール薬局 〒555-0043 06-6477-5750株式会社クオレ　代表小森　賢一 平20. 4. 1調剤 薬局
     大阪市西淀川区大野二丁目２番１常　勤:    1取締役　辻本　厚生 組織変更 現存
     号 (薬       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70310-01370 くるみ薬局 〒555-0025 06-6478-7190株式会社久留美　代表日下　学 平20. 6. 1調剤 薬局
     大阪市西淀川区姫里一丁目１４番常　勤:    2取締役　日下　学 新規 現存
     １号 (薬       2) 平26. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70410-01388 柏里薬局 〒555-0022 06-6195-1025近野　千代子 近野　千代子 平21. 3. 1調剤 薬局
     大阪市西淀川区柏里三丁目３番６常　勤:    1 新規 現存
     号 (薬       1) 平27. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  70510-01396 プラス薬局 〒555-0021 06-6195-7818有限会社プラス企画　武山　和也 平21. 4. 1調剤 薬局
     大阪市西淀川区歌島一丁目８番１常　勤:    1代表取締役　中岡　篤 新規 現存
     ６号 (薬       1)俊 平27. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70610-01420 フタバ薬局　千船店 〒555-0001 06-6195-4607株式会社　フタバ　代柴田　裕次郎 平22. 8. 1調剤 薬局
     大阪市西淀川区佃三丁目１９番１常　勤:    1表取締役　石瀬　和香 新規 現存
     １号ルネッサンスクレージュ１階(薬       1)子 平28. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70710-01438 大内薬局 〒555-0032 06-6471-6724大内　淳司 大内　淳司 平22. 6.29調剤 薬局
     大阪市西淀川区大和田四丁目１２常　勤:    1 継承 現存
     番３２号 (薬       1) 平28. 6.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70810-01446 スギ薬局　姫島店 〒555-0033 06-6476-3380株式会社スギ薬局　代信岡　大輔 平22.11. 1調剤 薬局
     大阪市西淀川区姫島五丁目１６番常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     ４７号 (薬       1) 平28.11. 1
     非常勤:   20
     (薬      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70910-01479 スギ薬局　塚本店 〒555-0022 06-6476-5751株式会社スギ薬局　代近江　眞也 平24. 1. 1調剤 薬局
     大阪市西淀川区柏里２丁目６番１常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     ７号ローズマンション１階 (薬       1) 平30. 1. 1
     非常勤:   23
     (薬      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71010-01495 プラス薬局 〒555-0024 06-6475-7865有限会社プラス企画　松葉　岳治 平24. 3. 1調剤 薬局
     大阪市西淀川区野里１丁目２０番常　勤:    1代表取締役　中岡　篤 移転 現存
     ２１号１Ｆ (薬       1)俊 平30. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71110-01503 アイ薬局 〒555-0022 06-6476-4311有限会社アイメディカ森　千晴 平24. 4. 1調剤 薬局
     大阪市西淀川区柏里１丁目１４番常　勤:    1ル　代表取締役　石井 新規 現存
     １５号 (薬       1)　大三 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  71210-01529 なの花薬局　西淀川大〒555-0043 06-6476-4613株式会社共栄ファーマ 鍋　巻司 平25. 2. 1調剤 薬局
     野店 大阪市西淀川区大野２丁目１番４常　勤:    4シー　代表取締役　宇 新規 現存
     １号レーベンビル西淀川１階 (薬       4)野　光裕 平25. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71310-01552 すずらん薬局 〒555-0032 06-6476-0121一般社団法人大阪ファ朝倉　章詔 平26. 8. 1調剤 薬局
     大阪市西淀川区大和田５丁目４番常　勤:    3ルマプラン　理事長　 組織変更 現存
     ２１号　１Ｆ (薬       3)廣田　憲威 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71410-01560 そよかぜ薬局 〒555-0033 06-6475-4670一般社団法人大阪ファ井塚　めぐみ 平26. 8. 1調剤 薬局
     大阪市西淀川区姫島２丁目１０番常　勤:    4ルマプラン　理事長　 組織変更 現存
     ２５号　１Ｆ (薬       4)廣田　憲威 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71510-01578 あおぞら薬局 〒555-0024 06-6477-8080一般社団法人大阪ファ宇都宮　励子 平26. 8. 1調剤 薬局
     大阪市西淀川区野里３丁目６番８常　勤:   19ルマプラン　理事長　 組織変更 現存
     号 (薬      19)廣田　憲威 平26. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71610-01586 ひまわり薬局 〒555-0022 06-4808-8910グリーンファーマシー藩守　一朗 平26.10. 1調剤 薬局
     大阪市西淀川区柏里１丁目１４番常　勤:    1株式会社　代表取締役 組織変更 現存
     ８号１階 (薬       1)　古川　健一郎 平26.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71710-01602 ウエルシア薬局西淀川〒555-0024 06-6476-5265ウエルシア薬局株式会前田　大介 平27.12. 1調剤 薬局
     野里店 大阪市西淀川区野里１丁目５番５常　勤:    1社　代表取締役　水野 組織変更 現存
     号 (薬       1)　秀晴 平27.12. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71810-01610 おはな薬局 〒555-0034 06-6476-1200株式会社雲海　代表取守口　貴志 平28. 1. 1調剤 薬局
     大阪市西淀川区福町２丁目８番６常　勤:    3締役　北西　夏世 移転 現存
     号 (薬       3) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71910-01628 スギ薬局　福町店 〒555-0034 06-6379-3500株式会社スギ薬局　代小野　浩江 平28. 4. 1調剤 薬局
     大阪市西淀川区福町３丁目１番１常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     ６号 (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
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  72010-01636 うさぎファーマシー 〒555-0034 06-7163-3223矢野　知子 矢野　知子 平28. 7. 1調剤 薬局
     大阪市西淀川区福町二丁目２１番常　勤:    1 新規 現存
     ３号　１階 (薬       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72110-01644 アイセイ薬局　歌島店〒555-0021 06-6476-5621株式会社アイセイ薬局尹　美蓮 平28.10. 1調剤 薬局
     大阪市西淀川区歌島二丁目３番２常　勤:    2　代表取締役　藤井　 組織変更 現存
     号 (薬       2)江美 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72210-01651 プラス薬局 〒555-0001 06-4808-8851有限会社プラス企画　三橋　晴美 平29. 1. 1調剤 薬局
     大阪市西淀川区佃三丁目１８番４常　勤:    2代表取締役　中岡　篤 移転 現存
     号 (薬       2)俊 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72310-01669 姫島健民薬局 〒555-0033 06-6829-6400株式会社メディコンフ池澤　綾子 平29. 3. 1調剤 薬局
     大阪市西淀川区姫島五丁目１５番常　勤:    1ィア　代表取締役　山 新規 現存
     ９号アニマート姫島１階１０１号(薬       1)村　幸久 平29. 3. 1
     室 非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72410-01677 ウシオ薬局　福町店 〒555-0034 06-6732-9185株式会社ドラッグスト野中　雅世子 平29. 6. 1調剤 薬局
     大阪市西淀川区福町３丁目２番１常　勤:    3アウシオ　代表取締役 新規 現存
     ５号イズミヤスーパーセンター福(薬       3)　平尾　耿介 平29. 6. 1
     町店 非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72510-01685 パール薬局　福駅前店〒555-0034 06-6474-2022株式会社クオレ　代表池辺　眞行 平29. 6. 1調剤 薬局
     大阪市西淀川区福町２丁目３番２常　勤:    3取締役　 本　厚生 移転 現存
     ４号１階 (薬       3) 平29. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72610-01693 サクラ薬局 〒555-0034 06-6475-1881北陸ウシオ株式会社　繁本　玲子 平29. 8. 1調剤 薬局
     大阪市西淀川区福町２丁目３番２常　勤:    1代表取締役　平尾　耿 新規 現存
     ４号１Ｆ (薬       1)介 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72710-01701 スギ薬局　歌島店 〒555-0021 06-6195-2695株式会社スギ薬局　代中島　清人 平29. 9. 1調剤 薬局
     大阪市西淀川区歌島二丁目２番１常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     ２号西淀マンション１階 (薬       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  72810-01719 クオレ薬局千船病院前〒555-0034 06-6474-1305株式会社クオレ　代表奥村　敦司 平29.10. 1調剤 薬局
     店 大阪市西淀川区福町３丁目２番５常　勤:    1取締役　 本　厚生 新規 現存
     ０号 (薬       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72910-01727 ゆうせい薬局 〒555-0031 06-6472-0708株式会社ゆうせい薬局神田　雄士 平30. 1. 1調剤 薬局
     大阪市西淀川区出来島一丁目１３常　勤:    7　代表取締役　小西　 移転 現存
     番２号１階 (薬       7)明 平30. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73011-00099 はしづめ薬局 〒596-0054 072-437-1441株式会社はしづめ薬局橋爪　昭人 昭32.10. 1調剤 薬局
     岸和田市宮本町７番１４号 常　勤:    3　代表取締役　橋爪　 新規 現存
     (薬       3)昭人 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73111-00115 平松十字堂薬局 〒596-0031 072-422-1022平松薬品株式会社　代平松　純 昭32.10. 1調剤 薬局
     岸和田市春木大小路町１番２７号常　勤:    2表取締役　平松　純 新規 現存
     (薬       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73211-00131 入江薬局 〒596-0006 0724-22-1970入江　節 入江　節 昭32.10. 1調剤 薬局
     岸和田市春木若松町７番２３号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73311-00461 イケダ薬局 〒596-0066 0724-22-6083池田　正義 池田　正義 昭42. 1. 1調剤 薬局
     岸和田市大工町９番４号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73411-00586 岡本薬局 〒596-0805 0724-43-0432岡本　桂四郎 岡本　桂四郎 昭49. 7. 1調剤 薬局
     岸和田市田治米町３８９－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73511-00636 あおき薬局 〒596-0025 0724-22-1198青木　雅和 青木　雅和 昭49. 8. 1調剤 薬局
     岸和田市春木宮本町８番１９号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73611-00677 青松薬局 〒596-0043 0724-43-3070青松　千寿 青松　千寿 昭49.12. 1調剤 薬局
     岸和田市宮前町１－１７　三矢ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル１Ｆ (薬       1) 平 4.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  73711-00834 ヨコタ薬局 〒596-0813 0724-45-5335神谷　偉久子 神谷　偉久子 昭59. 9. 1調剤 薬局
     岸和田市池尻町５７９番地の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73811-00875 岡本薬局 〒596-0005 0724-43-7205岡本　桂四郎 岡本　敬二 昭61. 2. 1調剤 薬局
     岸和田市春木旭町７番８号岡村ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル１階 (薬       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73911-00891 タケジ薬局 〒596-0814 0724(45)0357飴本　冨美子 飴本　冨美子 昭62.11.30調剤 薬局
     岸和田市岡山町１１８番地の２ 常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平29.11.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74011-00933 泉州調剤薬局 〒596-0825 072-437-3021有限会社泉州薬局　代寒原　昭一 昭63. 4. 1調剤 薬局
     岸和田市土生町２－１１－２４ 常　勤:    2表取締役　上村　義人 現存
     (薬       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74111-01006 ナショナル薬局 〒596-0043 0724-45-4508森　賀代子 森　賀代子 平 3.11.19調剤 薬局
     岸和田市宮前町三丁目７番 常　勤:    1 移転 現存
     (薬       1) 平24.11.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74211-01030 竹本薬局 〒596-0045 0724-22-0589竹本　紀美子 竹本　紀美子 平 5. 2.22調剤 薬局
     岸和田市別所町一丁目１２番１０常　勤:    1 継承 現存
     号 (薬       1) 平29. 2.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74311-01147 くすのき薬局 〒596-0046 0724-37-6610西岡　稔 出合　朝美 平 8. 5. 1調剤 薬局
     岸和田市藤井町一丁目１３番２０常　勤:    1 新規 現存
     号ライフパートⅡ１階１０２号 (薬       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74411-01188 山本保健薬局 〒596-0076 072-438-3800ダイドー薬品株式会社木村　寛子 平 9. 4. 1調剤 薬局
     岸和田市野田町一丁目８番６号 常　勤:    9　代表取締役　山本　 移転 現存
     (薬       9)新一郎 平30. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74511-01303 岡本薬局 〒596-0821 072-440-3455有限会社　岡本薬局　岡本　平仁 平11. 7. 1調剤 薬局
     岸和田市小松里町１０２７番地の常　勤:    1代表取締役　岡本　桂 新規 現存
     １２ (薬       1)四郎 平29. 7. 1
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  74611-01311 キリン堂薬局　岸和田〒596-0821 072-440-3094株式会社　キリン堂　武　繁信 平11. 7. 1調剤 薬局
     店 岸和田市小松里町２１３３番地 常　勤:    1代表取締役　寺西　豊 新規 現存
     (薬       1)彦 平29. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74711-01329 七宝堂漢方薬局 〒596-0006 0724-37-7492有限会社　七宝堂漢方西村　幸隆 平11. 5.16調剤 薬局
     岸和田市春木若松町１９番２２号常　勤:    1薬局　代表取締役　西 組織変更 現存
     片山ビル１階 (薬       1)村　幸隆 平29. 5.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74811-01428 泉州薬局 〒596-0823 072-430-2833有限会社泉州薬局　代 平12. 4. 1調剤 薬局
     岸和田市下松町一丁目１３番２５常　勤:    2表取締役　上村　義人 新規 現存
     号 (薬       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74911-01436 五ツ星薬局 〒596-0044 072-440-5501株式会社　五ツ星　代岡本　庄一 平12. 5. 1調剤 薬局
     岸和田市西之内町６７番３８号 常　勤:    8表取締役　松本　德幸 新規 現存
     (薬       8) 平30. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75011-01469 パピイ薬局 〒596-0821 0724-40-5770有限会社　ラポート　渡 　公美子 平12.10. 1調剤 薬局
     岸和田市小松里町２０６５番地コ常　勤:    1代表取締役　渡 　公 新規 現存
     マツビル１階 (薬       1)美子 平24.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75111-01485 みらい薬局 〒596-0822 0724-29-1331有限会社ハートフィー小畑　知奈美 平13. 2. 1調剤 薬局
     岸和田市額原町１０４８番地 常　勤:    8ルド　代表取締役　和 新規 現存
     (薬       8)田　史子 平25. 2. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75211-01493 ふじ薬局 〒596-0042 0724-33-5333有限会社ふじ　代表取藤井　貴和子 平13. 7. 1調剤 薬局
     岸和田市加守町三丁目６番１６号常　勤:    2締役　藤井　清和 新規 現存
     (薬       2) 平25. 7. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75311-01501 山本杏鹿堂薬局 〒596-0821 0724-41-2830山本　昇 山本　昇 平13. 8. 8調剤 薬局
     岸和田市小松里町１２０４－６ 常　勤:    1 移転 現存
     (薬       1) 平25. 8. 8
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  75411-01519 はしづめ薬局 〒596-0052 0724-39-2441株式会社はしづめ薬局橋爪　由季子 平13.11. 1調剤 薬局
     岸和田市並松町２２－４０ 常　勤:    1　代表取締役　橋爪　 新規 現存
     (薬       1)昭人 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75511-01527 岡本薬局 〒596-0044 0724-48-6680有限会社岡本薬局　代岡本　良平 平14. 2. 1調剤 薬局
     岸和田市西之内町３９番４３号 常　勤:    1表取締役　岡本　桂四 新規 現存
     (薬       1)郎 平26. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75611-01576 あおばくめだ薬局 〒596-0816 0724-48-7011株式会社エスティーウ西浦　早織 平15. 7. 1調剤 薬局
     岸和田市尾生町２９８４－５ 常　勤:    2エスト　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)西浦　敏弘 平27. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75711-01592 カイセイ薬局 〒596-0006 0724-32-3338株式会社満天　代表取髙地　静花 平15.10. 1調剤 薬局
     岸和田市春木若松町１２番１０号常　勤:    1締役　渡辺　雄司 組織変更 現存
     (薬       1) 平27.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75811-01626 岡本薬局 〒596-0841 0724-20-6565有限会社岡本薬局　代岡本　幸平 平16. 9. 1調剤 薬局
     岸和田市八田町３７１番２ 常　勤:    1表取締役　岡本　桂四 新規 現存
     (薬       1)郎 平28. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75911-01642 いるか薬局 〒596-0825 0724-39-9951有限会社　ジュンリ　羽岡　純子 平17. 1. 1調剤 薬局
     岸和田市土生町二丁目１９番１２常　勤:    3代表取締役　羽岡　純 移転 現存
     号 (薬       3)子 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76011-01667 ひよ子薬局 〒596-0045 0724-36-8842有限会社　すぎうら　杉浦　恵美 平17. 6. 1調剤 薬局
     岸和田市別所町二丁目１８番２号常　勤:    2代表取締役　杉浦　平 新規 現存
     (薬       2)晃 平29. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76111-01709 ハート薬局 〒596-0046 072-432-1011小柴　利昭 小柴　利昭 平17.10. 1調剤 薬局
     岸和田市藤井町二丁目２４番１５常　勤:    2 新規 現存
     号第二光ビル１階 (薬       2) 平29.10. 1
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  76211-01717 たつみ薬局 〒596-0003 0724-41-1520前川　和男 前川　和男 平17.10. 1調剤 薬局
     岸和田市中井町三丁目１８－２１常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76311-01733 ダルマ薬局 〒596-0067 0724-22-2932松谷　二美 松谷　二美 平18.10.16調剤 薬局
     岸和田市南町３０番２３号 常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平24.10.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76411-01758 岡本薬局　山直店 〒596-0805 072-448-5600有限会社岡本薬局　代信貴　講平 平19. 8. 1調剤 薬局
     岸和田市田治米町４５７番地の１常　勤:    1表取締役　岡本　桂四 新規 現存
     (薬       1)郎 平25. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76511-01782 みらい薬局　土生店 〒596-0825 072-437-3518有限会社ハートフィー和田　史子 平20. 9. 1調剤 薬局
     岸和田市土生町４１９３ 常　勤:    5ルド　代表取締役　和 新規 現存
     (薬       5)田　史子 平26. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76611-01808 あおば薬局 〒596-0821 0724-40-5730株式会社　エスティー戎　彩乃 平20. 9. 1調剤 薬局
     岸和田市小松里町９７３－１ 常　勤:    4ウエスト　代表取締役 移転 現存
     (薬       4)　西浦　敏弘 平26. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76711-01816 スギ薬局　岸和田北店〒596-0801 072-448-6036株式会社スギ薬局　代増田　望 平20. 9. 1調剤 薬局
     岸和田市箕土路町一丁目１０番３常　勤:    1表取締役　 原　栄一 組織変更 現存
     ８号 (薬       1) 平26. 9. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76811-01840 泉州薬局　下池田店 〒596-0811 072-444-7026有限会社泉州薬局　代門　順子 平21. 6. 1調剤 薬局
     岸和田市下池田町二丁目１０番２常　勤:    4表取締役　上村　義人 新規 現存
     ９号 (薬       4) 平27. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76911-01865 アピス薬局　岸和田店〒596-0076 072-430-4570株式会社アピスファー船勢　みずき 平21. 8. 1調剤 薬局
     岸和田市野田町一丁目６番１９号常　勤:    2マシー　代表取締役　 新規 現存
     栄光ビル１階Ａ (薬       2)川越　敏章 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  77011-01899 宮久保薬局 〒596-0825 072-426-5068宮久保　和惠 宮久保　和惠 平22. 7. 1調剤 薬局
     岸和田市土生町４丁目６番２１号常　勤:    2 移転 現存
     奥野ビル１階Ｄ号 (薬       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77111-01915 キタバ薬局 〒596-0825 072-493-3511株式会社　せいき　代梶本　史 平22.10. 1調剤 薬局
     岸和田市土生町四丁目３番１号リ常　勤:    4表取締役　南　啓二 新規 現存
     ハーブ東岸和田　メディカルモー(薬       4) 平28.10. 1
     ル２Ｆ 非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77211-01923 さくら薬局　岸和田岡〒596-0814 072-443-6321クラフト株式会社　代五十嵐　遥香 平22. 9. 1調剤 薬局
     山店 岸和田市岡山町３５番地の２　 常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     (薬       2) 平28. 9. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77311-01931 三愛薬局 〒596-0813 072-440-2811株式会社三愛薬局　代西川　流美子 平22.10. 1調剤 薬局
     岸和田市池尻町１００ 常　勤:    2表取締役　西川　浩平 組織変更 現存
     (薬       2) 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77411-01956 みらい薬局　東ヶ丘店〒596-0807 072-424-8523有限会社ハートフィー藤原　秀章 平23. 3. 1調剤 薬局
     岸和田市東ケ丘町８０８－１６１常　勤:    5ルド　代表取締役　和 新規 現存
     (薬       5)田　史子 平29. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77511-01972 ハンワ薬局 〒596-0825 072-438-8123株式会社ハンワ薬局　西川　和世 平23. 5. 1調剤 薬局
     岸和田市土生町２丁目３２－３ト常　勤:    1代表取締役　久保　治 移転 現存
     ークタウンテナントビル１階 (薬       1)雄 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77611-01998 スギ薬局　岸和田山直〒596-0808 072-440-2501株式会社スギ薬局　代戸田　祐希 平23. 9. 1調剤 薬局
     店 岸和田市三田町１２番地１ 常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  77711-02004 イオン薬局東岸和田店〒596-0825 072-449-7359イオンリテール株式会北畠　進一 平23.10. 1調剤 薬局
     岸和田市土生町２丁目３２－７イ常　勤:    9社　代表取締役　岡崎 新規 現存
     オン東岸和田店１階 (薬       9)　双一 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77811-02046 サンコー薬局 〒596-0821 072-441-0226有限会社三幸薬品　代小柴　成美 平24. 3. 1調剤 薬局
     岸和田市小松里町２１４２ 常　勤:    1表取締役　叶　芳美 新規 現存
     (薬       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77911-02053 ひかり薬局 〒596-0005 072-443-3313岡本　平仁 新田　洋実 平24. 4. 1調剤 薬局
     岸和田市春木旭町５－１８ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78011-02061 ふじ薬局　春木本町店〒596-0034 072-436-3022有限会社ふじ　代表取中野　輝 平24. 5. 1調剤 薬局
     岸和田市春木本町９－１７ 常　勤:    1締役　藤井　清和 新規 現存
     (薬       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78111-02079 サンライトげんき薬局〒596-0827 072-437-3000株式会社アクセスライ髙松　孝治 平24.10. 1調剤 薬局
     　岸和田店 岸和田市上松町１丁目９－４ 常　勤:    4フ　代表取締役　住川 新規 現存
     (薬       4)　奈美 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78211-02111 ひとみ薬局　和泉大宮〒596-0046 072-445-8678株式会社ひとみ薬局　人見　文香 平24.12. 1調剤 薬局
     店 岸和田市藤井町１丁目１４－３９常　勤:    1代表取締役　人見　比 新規 現存
     (薬       1)出樹 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78311-02129 ウェーブ薬局　磯上店〒596-0001 072-429-9305ウェーブ薬局株式会社中西　紀行 平25. 2. 1調剤 薬局
     岸和田市磯上町１丁目８番６号 常　勤:    2　代表取締役　中村　 新規 現存
     (薬       2)和憲 平25. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78411-02137 オレンジ薬局　岸和田〒596-0823 072-436-3317株式会社プチファーマ藤原　都 平25. 3. 1調剤 薬局
     店 岸和田市下松町１丁目６－２５ 常　勤:    1シスト　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)柳生　美江 平25. 3. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
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  78511-02152 フレックス薬局 〒596-0004 072-429-9892鈴木健美堂株式会社　鈴木　陽次郎 平25. 7. 1調剤 薬局
     岸和田市荒木町１丁目１２－２８常　勤:    1代表取締役　鈴木　陽 組織変更 現存
     (薬       1)次郎 平25. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78611-02160 きぼう薬局　岸和田駅〒596-0053 072-447-8560株式会社　きぼう　代清水　貴貞子 平25.11. 1調剤 薬局
     前店 岸和田市沼町１番１号　かねげん常　勤:    2表取締役　円市　正人 新規 現存
     ビル１階 (薬       2) 平25.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78711-02178 共創未来　岸和田薬局〒596-0042 072-438-6644株式会社ファーマみら東條　隆 平25.11. 1調剤 薬局
     岸和田市加守町２丁目７－３０ハ常　勤:    1い　代表取締役　清原 組織変更 現存
     ートハイツおおぎり１階 (薬       1)　陽子 平25.11. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78811-02194 岸和田薬局 〒596-0825 072-439-5114炭谷　英司 炭谷　英司 平26. 1. 1調剤 薬局
     岸和田市土生町２丁目３２番６号常　勤:    1 継承 現存
     トークタウンビル１階 (薬       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78911-02236 東岸和田薬局 〒596-0825 072-428-0808有限会社ティーエムフ松本　 幸 平26. 9. 1調剤 薬局
     岸和田市土生町８丁目１４－２５常　勤:    1ァーマシー　代表取締 移転 現存
     (薬       1)役　松本　 幸 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79011-02269 みらい薬局　三田店 〒596-0808 072-441-5552和の女神株式会社　代工藤　泰信 平26.10. 1調剤 薬局
     岸和田市三田町７４８－１ 常　勤:    2表取締役　和田　敏章 新規 現存
     (薬       2) 平26.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79111-02277 ウエルシア薬局　アク〒596-0825 072-427-8222ウエルシア薬局株式会内田　真登 平26.12. 1調剤 薬局
     ロスプラザ東岸和田店岸和田市土生町４丁目２－１ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 移転 現存
     (薬       1)　秀晴 平26.12. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  79211-02285 エール薬局 〒596-0044 072-447-5061有限会社ティーエムフ藤　直子 平27. 1. 1調剤 薬局
     岸和田市西之内町２２－５ 常　勤:    2ァーマシー　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　松本　德幸 平27. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79311-02293 ウエルシア薬局　岸和〒596-0833 072-420-1011ウエルシア薬局株式会田中　優希 平27. 2. 1調剤 薬局
     田神須屋店 岸和田市神須屋町８２ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 移転 現存
     (薬       1)　秀晴 平27. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79411-02319 スギ薬局　岸和田駅前〒596-0054 072-493-2511株式会社スギ薬局　代須々木　沙織 平27. 4. 1調剤 薬局
     通店 岸和田市宮本町２－７福板屋ビル常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     １階 (薬       1) 平27. 4. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79511-02335 ウエルシア薬局　岸和〒596-0042 072-430-6035ウエルシア薬局株式会勝本　大 平27. 9. 1調剤 薬局
     田加守店 岸和田市加守町１丁目１－３０ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平27. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79611-02343 スギ薬局　岸和田上野〒596-0048 072-430-5373株式会社スギ薬局　代小林　 彦 平27. 9. 1調剤 薬局
     店 岸和田市上野町西１４番２５号 常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79711-02350 みらい薬局　久米田店〒596-0812 072-440-1188和の女神株式会社　代田中　瑛梨 平27. 9. 1調剤 薬局
     岸和田市大町４４０－７ 常　勤:    3表取締役　和田　敏章 移転 現存
     (薬       3) 平27. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79811-02368 ツバキ薬局 〒596-0823 072-430-0367株式会社ツバキファー中村　和子 平27. 9. 7調剤 薬局
     岸和田市下松町１丁目６－１９ 常　勤:    2マシー　代表取締役　 移転 現存
     (薬       2)椿本　勝彦 平27. 9. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  79911-02376 アイン薬局　岸和田店〒596-0825 072-433-5031株式会社アインファー村上　幸司 平27.11. 1調剤 薬局
     岸和田市土生町２丁目３３８６ 常　勤:    3マシーズ　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       3)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80011-02384 アイン薬局　岸和田春〒596-0042 072-447-5811株式会社アインファー 山　未佳 平27.11. 1調剤 薬局
     木店 岸和田市加守町４丁目３０－１ 常　勤:    1マシーズ　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       1)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80111-02392 なかずみ薬局 〒596-0054 072-436-6245中住　和典 中住　和典 平28. 2. 1調剤 薬局
     岸和田市宮本町４１－１ツキシロ常　勤:    1 継承 現存
     ビル１Ｆ (薬       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80211-02400 コスモファーマ薬局　〒596-0825 072-493-2773株式会社コスモファー大杉　英生 平28. 5. 1調剤 薬局
     土生店 岸和田市土生町五丁目１番３４号常　勤:    1マ大阪　代表取締役　 新規 現存
     ー１０１ (薬       1)藤田　愛里 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80311-02418 レスト薬局 〒596-0825 072-430-5650株式会社関西メディカ久松　築 平28. 5. 1調剤 薬局
     岸和田市土生町二丁目３１番３１常　勤:    1ルレスト　代表取締役 組織変更 現存
     号ＭＡＳビル１０２号 (薬       1)　久松　築 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80411-02426 ニューロン薬局　岸和〒596-0045 072-423-1121ニューロンネットワー庄子　力 平28. 7. 1調剤 薬局
     田店 岸和田市別所町一丁目１４番２８常　勤:    1ク株式会社　代表取締 新規 現存
     号Ｋ・ル・フタールビル１Ｆ (薬       1)役　石田　行司 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80511-02434 ウエルシア薬局　岸和〒596-0808 072-448-5525ウエルシア薬局株式会水谷　正史 平28.11. 1調剤 薬局
     田三田店 岸和田市三田町１５５－１ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平28.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  80611-02442 サンライトげんき薬局〒596-0006 072-447-8027株式会社アクセスライ粟田　希代子 平29. 2. 1調剤 薬局
     　春木店 岸和田市春木若松町３－３０　１常　勤:    1フ　代表取締役　住川 継承 現存
     階 (薬       1)　奈美 平29. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80711-02459 スギ薬局　岸和田上松〒596-0827 072-479-5600株式会社スギ薬局　代生野　勝也 平29. 4. 1調剤 薬局
     店 岸和田市上松町三丁目５番９号 常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80811-02467 泉州薬局　土生店 〒596-0825 072-420-2200有限会社泉州薬局　代田中　道子 平29. 4. 1調剤 薬局
     岸和田市土生町八丁目２－１３ 常　勤:    1表取締役　上村　義人 新規 現存
     (薬       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80911-02475 泉州薬局　磯上店 〒596-0001 072-430-4300有限会社泉州薬局　代田代　裕貴 平29. 5. 1調剤 薬局
     岸和田市磯上町４丁目２２－３４常　勤:    1表取締役　上村　義人 新規 現存
     (薬       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81011-02483 つじた薬局 〒596-0823 072-428-8964つじた薬局株式会社　 田　美恵 平29. 5. 1調剤 薬局
     岸和田市下松町９１１－７ 常　勤:    1代表取締役　長富　園 組織変更 現存
     (薬       1)佳 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81111-02491 みらい薬局　駅前店 〒596-0812 072-447-7982和の女神株式会社　代千賀　浩司 平29. 6. 1調剤 薬局
     岸和田市大町３８９ 常　勤:    2表取締役　和田　敏章 新規 現存
     (薬       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81211-02509 ふれあい薬局　岸和田〒596-0023 072-438-1500株式会社アピスファー神瀬　隆 平29. 8. 1調剤 薬局
     店 岸和田市八幡町１６番２４号 常　勤:    1マシー　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       1)川越　敏章 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81311-02517 ツバキ薬局 〒596-0825 072-427-2440前田　悦嗣 前田　悦嗣 平29.10. 1調剤 薬局
     岸和田市土生町６１番１号 常　勤:    2 移転 現存
     (薬       2) 平29.10. 1
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  81411-02525 ウエルシア薬局　岸和〒596-0044 072-448-6058ウエルシア薬局株式会吉田　稔 平29.12. 1調剤 薬局
     田西之内店 岸和田市西之内町２１番３３号 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81511-02533 りんご薬局 〒596-0003 072-443-5559株式会社サジエス　代大井　雅美 平29.12. 1調剤 薬局
     岸和田市中井町一丁目１５番４号常　勤:    1表取締役　清原　佳世 組織変更 現存
     (薬       1) 平29.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81611-02541 みらい薬局　畑町店 〒596-0825 072-426-0100和の女神株式会社　代山原　大輝 平30. 1. 1調剤 薬局
     岸和田市土生町１５１０－２２ 常　勤:    6表取締役　和田　敏章 移転 現存
     (薬       6) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81711-02558 山本薬局本店 〒596-0045 072-479-5000ダイドー薬品株式会社山本　新一郎 平30. 4.16調剤 薬局
     岸和田市別所町１丁目１６－２ 常　勤:    2　代表取締役　山本　 新規 現存
     (薬       2)新一郎 平30. 4.16
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81811-02566 ゆめ薬局　岸和田店 〒596-0821 072-479-4447株式会社花丹波　代表植田　恭子 平30. 4. 1調剤 薬局
     岸和田市小松里町８５７番１９号常　勤:    1取締役　西垣　日出告 新規 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81911-02574 みのり薬局 〒596-0004 072-448-7120一般社団法人泉州メデ塚本　恭司 平30. 4. 1調剤 薬局
     岸和田市荒木町２丁目２－２２平常　勤:    3ィカ　代表理事　藤井 組織変更 現存
     成ビル１０１号 (薬       3)　美和子 平30. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82012-00287 二ノ井薬局 〒598-0092 0724-65-0128二ノ井　襄 二ノ井　襄 昭51. 1. 1調剤 薬局
     泉南郡田尻町吉見７１５の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82112-00378 あしはら薬局 〒590-0406 07245-3-1690芦原　福治 芦原　美智子 昭60.11. 1調剤 薬局
     泉南郡熊取町大久保東一丁目１番常　勤:    1 新規 現存
     ２６号 (薬       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  82212-00634 トマト薬局 〒590-0403 072-452-2721高宮　和博 高宮　利子 平 9. 4. 1調剤 薬局
     泉南郡熊取町大久保中１丁目２－常　勤:    1 新規 現存
     ３ (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82312-00659 ユバ薬局 〒590-0422 0724-53-2051有限会社　ユバ薬局　石田　さゆり 平10. 8. 1調剤 薬局
     泉南郡熊取町希望が丘三丁目５番常　勤:    3代表取締役　弓場　滿 組織変更 現存
     ２５号 (薬       3) 平28. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82412-00667 ツバキ薬局 〒599-0311 0724-95-0398株式会社ツバキファー晒　由香子 平10.10. 5調剤 薬局
     泉南郡岬町多奈川谷川２２２５番常　勤:    1マシー　代表取締役　 移転 現存
     地の１ (薬       1)椿本　勝彦 平28.10. 5
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82512-00691 上野薬局 〒599-0301 0724-94-3127上野　世喜子 上野　世喜子 平13. 2.21調剤 薬局
     泉南郡岬町淡輪１２４６－５ 常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平25. 2.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82612-00766 ドリーム薬局 〒590-0406 0724-52-9990有限会社エム・エムフ甲田　和恵 平16. 2. 1調剤 薬局
     泉南郡熊取町大久保東二丁目６番常　勤:    1ァーマシー　取締役　 新規 現存
     １７号中林ビル１階 (薬       1)保田　裕司 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82712-00774 宮薬局 〒590-0456 0724-53-0482河本　方子 河本　方子 平16. 7. 1調剤 薬局
     泉南郡熊取町美熊台一丁目５番２常　勤:    1 継承 現存
     ２号 (薬       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82812-00808 くまとり駅前薬局 〒590-0403 0724-53-3020有限会社　吉田メディ吉田　秀樹 平17. 1. 1調剤 薬局
     泉南郡熊取町大久保中一丁目１６常　勤:    1カル　代表取締役　吉 組織変更 現存
     番１８号日根建物第三ビル１階 (薬       1)田　秀樹 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  82912-00816 ドーミョ薬局 〒590-0417 0724-52-8141道明化研株式会社　代道明　千栄 平17. 3. 1調剤 薬局
     泉南郡熊取町和田一丁目１番５号常　勤:    2表取締役　道明　陽介 新規 現存
     (薬       2) 平29. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83012-00832 フロンティア薬局　熊〒590-0403 0724-51-3818株式会社フロンティア佐藤　朋子 平19. 1. 1調剤 薬局
     取店 泉南郡熊取町大久保中二丁目２７常　勤:    1　代表取締役　重森　 組織変更 現存
     番９号 (薬       1)裕之 平25. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83112-00873 コーナン薬局 〒599-0303 072-492-5111株式会社ＯＳ企画　代都築　味永子 平20. 6. 1調剤 薬局
     泉南郡岬町深日１８２８番地の５常　勤:    3表取締役　大野　健治 組織変更 現存
     ショッピングピノオークワ２階 (薬       3) 平26. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83212-00881 ツバキ薬局 〒590-0402 072-452-7580株式会社ツバキファー椿本　勝彦 平20. 8. 1調剤 薬局
     泉南郡熊取町大久保北三丁目１７常　勤:    1マシー　代表取締役　 組織変更 現存
     ３－１ (薬       1)椿本　勝彦 平26. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83312-00899 ツバキ薬局 〒599-0301 072-492-6930株式会社ツバキファー塚本　利津子 平20. 8. 1調剤 薬局
     泉南郡岬町淡輪３７６４番２５１常　勤:    2マシー　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       2)椿本　勝彦 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83412-00915 アトリア薬局 〒598-0091 072-490-3332有限会社アトリア　代林　宏樹 平21. 6. 1調剤 薬局
     泉南郡田尻町大字嘉祥寺６６５番常　勤:    2表取締役　遠藤　裕一 新規 現存
     －１ (薬       2) 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83512-00923 みのり薬局 〒590-0406 072-451-3700株式会社協和　代表取松下　由美 平21.12. 1調剤 薬局
     泉南郡熊取町大久保東一丁目２番常　勤:    2締役　土井　義仁 新規 現存
     １８号 (薬       2) 平27.12. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  83612-00931 のぞみ薬局 〒590-0422 072-493-3363有限会社　ユバ薬局　茨木　貴子 平22. 7. 1調剤 薬局
     泉南郡熊取町希望が丘一丁目４番常　勤:    3代表取締役　弓場　満 新規 現存
     １３号 (薬       3) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83712-00949 ライフみなみ薬局 〒590-0403 072-453-6923クラフト株式会社　代樫木　陽子 平22. 9. 1調剤 薬局
     泉南郡熊取町大久保中一丁目２番常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     １号 (薬       2) 平28. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83812-00956 ライフくまとり薬局 〒590-0412 072-452-7991クラフト株式会社　代西端　勇介 平22. 9. 1調剤 薬局
     泉南郡熊取町紺屋一丁目２４番３常　勤:    5表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     号 (薬       5) 平28. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83912-00964 さくら薬局　大阪淡輪〒599-0301 072-493-7831クラフト株式会社　代長藤　麻里奈 平23. 9. 1調剤 薬局
     店 泉南郡岬町淡輪４６５８－２ 常　勤:    1表取締役　大塚　吉史 新規 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84012-00972 サガラ薬局 〒598-0092 072-465-1322相良　禅 岩﨑　喜美子 平24. 6.13調剤 薬局
     泉南郡田尻町吉見６８８－３ 常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平30. 6.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84112-00980 かるがも薬局　関西医〒590-0433 072-493-8813株式会社　メディカル港谷　尚美 平25. 7. 1調剤 薬局
     療大学前店 泉南郡熊取町若葉２丁目１０－５常　勤:    1かるがも　代表取締役 新規 現存
     ０ (薬       1)　森　正彦 平25. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84212-00998 そうごう薬局　熊取店〒590-0403 072-451-1131総合メディカル株式会岩﨑　裕一 平25. 9. 1調剤 薬局
     泉南郡熊取町大久保中１丁目１０常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     番２８号 (薬       1)　賢治 平25. 9. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  84312-01004 みのり薬局　野田店 〒590-0451 072-451-2010株式会社協和　代表取田中　道子 平25.10. 1調剤 薬局
     泉南郡熊取町野田３丁目３５３－常　勤:    2締役　土井　義仁 新規 現存
     ４ (薬       2) 平25.10. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84412-01012 みのり薬局　山の手台〒590-0450 072-447-8201株式会社協和　代表取横谷　裕美 平26. 4. 1調剤 薬局
     店 泉南郡熊取町大宮３丁目１５６０常　勤:    1締役　土井　義仁 新規 現存
     －３ (薬       1) 平26. 4. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84512-01020 くまとり薬局 〒590-0402 072-451-3033株式会社ＮＳメディカ牧　峰雄 平26.10. 1調剤 薬局
     泉南郡熊取町大久保北２丁目２０常　勤:    1ル　代表取締役　米田 新規 現存
     －８ (薬       1)　典生 平26.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84612-01038 ウエルシア薬局　泉南〒590-0403 072-452-7716ウエルシア薬局株式会冨永　泰人 平26. 9. 1調剤 薬局
     熊取店 泉南郡熊取町大久保中１丁目７－常　勤:    1社　代表取締役　水野 組織変更 現存
     ３１ (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84712-01046 ティ・エム薬局 〒590-0412 072-452-4100株式会社タイコー堂薬豊嶋　知世 平26.12. 1調剤 薬局
     泉南郡熊取町紺屋１丁目８－２３常　勤:    2局本店　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)大島　浩一郎 平26.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84812-01053 オレンジ薬局　七山店〒590-0421 072-447-7488株式会社プチファーマ向井　康倫 平27. 6. 1調剤 薬局
     泉南郡熊取町七山２丁目４－１ 常　勤:    1シスト　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)柳生　美江 平27. 6. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84912-01061 山本保健薬局　吉見店〒598-0092 072-479-5001ダイドー薬品株式会社薮上　真弓 平30. 6. 1調剤 薬局
     泉南郡田尻町吉見６７５－３２ 常　勤:    2　代表取締役　山本　 新規 現存
     (薬       2)新一郎 平30. 6. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  85013-00145 キシモト薬局 〒597-0054 0724(31)1577岸本　淳子 岸本　淳子 昭47. 7. 1調剤 薬局
     貝塚市堤３２－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平 5. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85113-00236 かもりや薬局 〒597-0003 072-431-0551株式会社かもりや薬局西田　井太郎 昭56. 9.22調剤 薬局
     貝塚市中７９１ 常　勤:    1　代表取締役　西田　 新規 現存
     (薬       1)井太郎 平29. 9.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85213-00285 二色ファミリー薬局 〒597-0062 0724-33-2222有限会社ニシキファー西村　卓也 平元. 8.18調剤 薬局
     貝塚市澤６４７番地の２ 常　勤:    1マシー　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       1)西村　卓也 平28. 8.18
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85313-00301 森本薬局 〒597-0003 0724-23-1597森本　時子 根来　知子 平 4. 3. 1調剤 薬局
     貝塚市中９１６番地 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85413-00327 リバティ薬局 〒597-0061 0724-39-3011有限会社リバティ　代北田　良則 平 9. 8. 1調剤 薬局
     貝塚市浦田７６番地の１ヴァンテ常　勤:    3表取締役　西上　稔 新規 現存
     ージ二色１階 (薬       3) 平24. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85513-00335 サンシティ若林薬局 〒597-0041 0724-23-7151若林　憲二 若林　陽子 平10. 1. 1調剤 薬局
     貝塚市清児６６５－３サンシティ常　勤:    1 新規 現存
     貝塚 (薬       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85613-00343 ツバキ薬局 〒597-0072 0724-38-5215有限会社アイティー産池邊　由紀 平10. 3. 1調剤 薬局
     貝塚市畠中３０番地の１ 常　勤:    2業　代表取締役　池 新規 現存
     (薬       2)　博信 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85713-00459 かるがも薬局　貝塚店〒597-0001 072-430-5572株式会社メディカルか浅井　貴幸 平17. 2. 1調剤 薬局
     貝塚市近木町８番８号 常　勤:    1るがも　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)森　正彦 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  85813-00467 オリーブ薬局 〒597-0081 072-428-6810有限会社コスモス　代坂本　佳世子 平17. 4. 1調剤 薬局
     貝塚市麻生中１００５番１コスモ常　勤:    2表取締役　根來　隆弘 新規 現存
     スハイツＢ－１０２ (薬       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85913-00509 カイセイ薬局 〒597-0015 072-436-1250株式会社育星会　代表道和　三奈 平18. 3. 1調剤 薬局
     貝塚市堀三丁目２番１４号 常　勤:    6取締役　飯田　彰 新規 現存
     (薬       6) 平30. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86013-00517 セガミ薬局　貝塚店 〒597-0015 072-433-9181株式会社ココカラファ岡本　泰輔 平18. 3. 1調剤 薬局
     貝塚市堀三丁目２番１５号 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30. 3. 1
     非常勤:   22
     (薬      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86113-00541 関西薬局 〒597-0104 072-421-0456株式会社共和コーポレ池内　公哉 平18.10. 1調剤 薬局
     貝塚市水間２３９番地 常　勤:    6ーション　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       6)　杉浦　正 平24.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86213-00608 ふじ薬局　東貝塚店 〒597-0033 072-420-1333有限会社ふじ　代表取池山　幸宏 平22. 2. 1調剤 薬局
     貝塚市半田１丁目１７番２１号 常　勤:    1締役　藤井　清和 新規 現存
     (薬       1) 平28. 2. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86313-00624 阪神調剤薬局　東貝塚〒597-0033 072-420-1235株式会社　阪神調剤薬太田　昌利 平22. 8. 1調剤 薬局
     店 貝塚市半田一丁目１９番１３号 常　勤:    4局　代表取締役　岩崎 新規 現存
     (薬       4)　壽毅 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86413-00657 雄飛堂薬局　貝塚店 〒597-0072 072-436-4511株式会社　雄飛堂　代中山　雄貴 平24. 9.12調剤 薬局
     貝塚市畠中１丁目２－１ 常　勤:    4表取締役　大塚　祐一 新規 現存
     (薬       4) 平24. 9.12
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86513-00665 貝塚マリン薬局 〒597-0083 072-430-2624株式会社スマイルファ金子　勝俊 平24. 9. 1調剤 薬局
     貝塚市海塚１丁目１３番２１号 常　勤:    3ーマシー　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       3)　金子　勝俊 平24. 9. 1
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  86613-00673 イオン薬局　貝塚店 〒597-0053 072-430-1601イオンリテール株式会髙田　雅仁 平24.11. 1調剤 薬局
     貝塚市地藏堂７４－２ 常　勤:    3社　代表取締役　岡崎 新規 現存
     (薬       3)　双一 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86713-00681 しろくま薬局 〒597-0084 072-468-9237ＧＬＰ株式会社　代表兒玉　真也 平24.12. 1調剤 薬局
     貝塚市鳥羽１５９－７ 常　勤:    1取締役　兒玉　真也 新規 現存
     (薬       1) 平24.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86813-00707 共創未来　近木薬局 〒597-0001 072-430-5491株式会社ファーマみら小倉　理加 平25.11. 1調剤 薬局
     貝塚市近木町２１番６号 常　勤:    1い　代表取締役　清原 組織変更 現存
     (薬       1)　陽子 平25.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86913-00749 あけぼの薬局　貝塚店〒597-0001 072-429-9502株式会社あけぼの関西中﨑　 至 平27. 6. 1調剤 薬局
     貝塚市近木町２番２７号 常　勤:    1　代表取締役　森　あ 組織変更 現存
     (薬       1)かね 平27. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87013-00764 スギ薬局　貝塚半田店〒597-0033 072-420-0671株式会社スギ薬局　代舩門　泰司 平27.11. 1調剤 薬局
     貝塚市半田１丁目９－２６ 常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平27.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87113-00772 ウエルシア薬局　貝塚〒597-0033 072-428-7502ウエルシア薬局株式会金　由希 平27.12. 1調剤 薬局
     半田店 貝塚市半田５４４ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平27.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87213-00798 まりん薬局　中町店 〒597-0003 072-430-3322株式会社セラ・メディ江本　玲子 平28. 7. 1調剤 薬局
     貝塚市中９０６－１　マンション常　勤:    1ック　代表取締役　田 組織変更 現存
     コスモス１階 (薬       1)中　久晴 平28. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  87313-00806 ウエルシア薬局　貝塚〒597-0041 072-421-2017ウエルシア薬局株式会田口　豊紘 平28.12. 1調剤 薬局
     清児店 貝塚市清児５０４ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87413-00814 ライト薬局 〒597-0104 072-446-0209髙月　輝久 髙月　輝久 平22.11. 1調剤 薬局
     貝塚市水間２３８番地２号 常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87513-00822 ひめまつ薬局 〒597-0062 072-479-3277株式会社ミルキーファ吉永　直紀 平29. 2. 1調剤 薬局
     貝塚市澤１３４１番２ 常　勤:    1ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　松山　喜範 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87613-00830 コスモス薬局 〒597-0073 072-432-9909株式会社オレンジファ竹間　淳 平29. 7. 1調剤 薬局
     貝塚市脇浜１丁目２１１５－３ 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. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87713-00848 オレンジ薬局　貝塚店〒597-0015 072-433-2717株式会社オレンジファ大久保　大助 平29. 7. 1調剤 薬局
     貝塚市堀３丁目２－１１ 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. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87813-00855 オレンジ薬局　二色店〒597-0091 072-447-5640株式会社オレンジファ永野　純子 平29. 7. 1調剤 薬局
     貝塚市二色２丁目９－２ 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. 7. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87913-00863 みのり薬局　水間店 〒597-0102 072-446-7733株式会社協和　代表取笹谷　文夫 平29.12. 1調剤 薬局
     貝塚市木積６３０－１ 常　勤:    1締役　土井　義仁 新規 現存
     (薬       1) 平29.12. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  88013-00871 リオーネ薬局　貝塚店〒597-0033 072-430-5440株式会社リオーネプラ河野　良栄 平30. 2. 1調剤 薬局
     貝塚市半田３丁目３－１３ 常　勤:    2ス　代表取締役　金沢 組織変更 現存
     (薬       2)　賢典 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88113-00889 かるがも薬局　貝塚畠〒597-0072 072-493-3421株式会社メディカルか川村　朱実 平30. 4. 1調剤 薬局
     中店 貝塚市畠中１丁目３－１０ 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88214-00127 かのう薬局 〒562-0001 0727-23-2482加納　淳子 加納　淳子 昭48. 4. 1調剤 薬局
     箕面市箕面５－１３－３７－１０常　勤:    1 新規 現存
     ３ (薬       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88314-00200 さつき薬局 〒562-0004 072-723-3901有限会社さつき薬局　杉山　德子 昭53. 7. 1調剤 薬局
     箕面市牧落三丁目３番１６号 常　勤:    1代表取締役　新庄　正 新規 現存
     (薬       1)志 平29. 7. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88414-00259 一誠堂薬局 〒562-0001 0727-21-0877上原　倶子 上原　倶子 昭54. 8. 1調剤 薬局
     箕面市箕面六丁目３番１－２０２常　勤:    1 新規 現存
     みのおサンプラザビル２階 (薬       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88514-00267 中山薬局 〒562-0004 0727(23)8010中山　淑子 中山　淑子 昭55. 3. 1調剤 薬局
     箕面市牧落三丁目１４番３４号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88614-00309 椿本薬局 〒562-0003 072-722-5299椿本　輝子 椿本　輝子 昭56.10. 1調剤 薬局
     箕面市西小路五丁目４番２３号 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88714-00358 サンアイ薬局 〒562-0043 0727-24-4828野浪　利文 野浪　利文 昭59. 1. 1調剤 薬局
     箕面市桜井二丁目５番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88814-00366 箕面クレハ薬局 〒562-0001 0727-21-4061クレハ薬品商事株式会荒木　好永 昭59. 1. 1調剤 薬局
     箕面市箕面六丁目４番４６号みの常　勤:    2社　代表取締役　吉川 新規 現存
     おメイト１０８ (薬       2)　正男 平29. 1. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  88914-00374 かどや薬局 〒562-0001 0727(24)2461清貞　博俊 清貞　博俊 昭59. 8. 1調剤 薬局
     箕面市箕面１－２－６　白藤ビル 新規 現存
     １階 平 5. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89014-00382 太陽堂漢方薬局 〒562-0001 0727(21)5757株式会社　歳常　代表歳常　種子 昭60.10. 1調剤 薬局
     箕面市箕面５－１３－４０　Ａ－常　勤:    1取締役　歳常　種子 新規 現存
     １０２ (薬       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89114-00416 山口薬局 〒562-0001 0727(21)3179山口　美代子 山口　美代子 昭61. 3. 1調剤 薬局
     箕面市箕面五丁目３番１５号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89214-00465 池田薬局 〒562-0036 0727-29-3960池田　克一 池田　克一 平 3. 3. 1調剤 薬局
     箕面市船場西２－７－１１ニュー常　勤:    1 新規 現存
     プライムハイツ１階 (薬       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89314-00473 船場西薬局 〒562-0036 0727-27-5565有限会社船場西薬局　今西　恵施 平 3. 6. 1調剤 薬局
     箕面市船場西一丁目６番７号 常　勤:    4代表取締役　今西　恵 新規 現存
     (薬       4)施 平30. 6. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89414-00564 箕面市薬剤師会薬局 〒562-0015 0727-28-7555一般社団法人箕面市薬吉岡　里江子 平 6. 9. 1調剤 薬局
     箕面市稲五丁目１５番３号 常　勤:    4剤師会　会長　林　良 新規 現存
     (薬       4)紀 平24. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89514-00572 ファミリー薬局 〒562-0025 0727-27-0007木曽　誠 木曽　久美子 平 6.11. 1調剤 薬局
     箕面市粟生外院六丁目２番３３号常　勤:    1 新規 現存
     百番館１０５ (薬       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89614-00622 おぎた薬局 〒562-0001 072-722-4524有限会社　おぎた薬局長嶋　三香子 平 8.10. 7調剤 薬局
     箕面市箕面一丁目２番９号 常　勤:    1　代表取締役　長嶋　 組織変更 現存
     (薬       1)三香子 平29.10. 7
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  89714-00648 ミドリヤ薬局 〒562-0023 0727-29-6762ミドリヤ薬品株式会社池田　守良 平10. 8. 1調剤 薬局
     箕面市粟生間谷西二丁目６番２－常　勤:    2　代表取締役　岡内　 新規 現存
     １０６ (薬       2)重信 平28. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89814-00671 キョウエイ薬局 〒562-0043 072-725-5955有限会社ドラッグ・ワ渡辺　典子 平11. 4. 1調剤 薬局
     箕面市桜井一丁目１１番８号 常　勤:    1イ・アンド・エム　代 新規 現存
     (薬       1)表取締役　皆木　義郎 平29. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89914-00747 ハーブ薬局 〒562-0036 0727-28-3586有限会社　サザンクロ南　志郎 平12.10. 2調剤 薬局
     箕面市船場西三丁目８番６号パー常　勤:    1ス　代表取締役　南　 組織変更 現存
     クヒル箕面１０１ (薬       1)明子 平24.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90014-00788 回生堂薬局 〒562-0043 072-721-0750株式会社アリタ　代表橋本　和起子 平14. 3. 1調剤 薬局
     箕面市桜井一丁目１８番３７号 常　勤:    1取締役　有田　加奈子 新規 現存
     (薬       1) 平26. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90114-00804 クシロ薬局 〒562-0046 0727-21-1830有限会社クシロ　代表尾﨑　重喜 平14.10. 1調剤 薬局
     箕面市桜ケ丘四丁目１９番２９号常　勤:    2取締役　尾﨑　重喜 組織変更 現存
     (薬       2) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90214-00820 柿の木薬局 〒562-0001 072-722-6191有限会社ワイズパナシ神田　盛恵子 平15. 2. 1調剤 薬局
     箕面市箕面六丁目５番７号くもん常　勤:    4ーア　代表取締役　山 組織変更 現存
     ぴあ箕面ビル２階 (薬       4)住　良子 平27. 2. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90314-00846 レイ薬局 〒562-0044 072-724-3323有限会社レイ薬局　代六車　れい 平15. 6. 1調剤 薬局
     箕面市半町三丁目１６番１号 常　勤:    2表取締役　六車　浩司 組織変更 現存
     (薬       2) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90414-00861 笹川薬局　萱野店 〒562-0013 072-725-1701株式会社笹川薬局　代佐藤　郁子 平15.10. 1調剤 薬局
     箕面市坊島四丁目１番２４号 常　勤:    5表取締役　笹川　悦子 新規 現存
     (薬       5) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90514-00911 クローバー薬局 〒562-0001 072-723-3457有限会社玄武　代表取橋本　敏子 平16. 4. 1調剤 薬局
     箕面市箕面四丁目２番２５号 常　勤:    1締役　橋本　多聞 組織変更 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
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  90614-00929 コウセイ堂薬局 〒562-0036 072-728-6757林　良紀 林　良紀 平16. 5. 1調剤 薬局
     箕面市船場西一丁目８番２６号サ常　勤:    1 継承 現存
     ニーヒルズ船場１０２号 (薬       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90714-00960 サン薬局 〒562-0023 072-749-1086有限会社サン・フィー木村　美香 平18. 2. 1調剤 薬局
     箕面市粟生間谷西一丁目１番１４常　勤:    1ルド　代表取締役　野 組織変更 現存
     号 (薬       1)口　智司 平30. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90814-00986 アップルプラス薬局 〒562-0012 072-724-3485有限会社アップルプラ池田　倫子 平18.10. 1調剤 薬局
     箕面市白島一丁目１５番１２号 常　勤:    1ス　代表取締役　吉井 新規 現存
     (薬       1)　信幸 平24.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90914-00994 エコソシエ薬局 〒562-0043 072-720-5652有限会社エコソシエ　上杉　菜穂子 平18.12. 1調剤 薬局
     箕面市桜井一丁目１番１号 常　勤:    1取締役　前田　久恵 新規 現存
     (薬       1) 平24.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91014-01026 青松園薬局 〒562-0012 072-720-5670ミドリヤ薬品株式会社榎田　太津子 平19. 6. 1調剤 薬局
     箕面市白島一丁目１番２１号 常　勤:    1　代表取締役　岡内　 新規 現存
     (薬       1)重信 平25. 6. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91114-01034 キョウエイ調剤薬局　〒562-0025 072-729-0507株式会社共栄　代表取柴田　孝 平19. 9. 1調剤 薬局
     箕面店 箕面市粟生外院一丁目８番３４号常　勤:    3締役　皆木　義郎 新規 現存
     (薬       3) 平25. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91214-01067 あい薬局 〒562-0004 072-721-7697有限会社サン・フィー近江　智子 平20. 1. 1調剤 薬局
     箕面市牧落三丁目５番１７号メゾ常　勤:    2ルド　代表取締役　野 新規 現存
     ン・ド・ローザス１０１号 (薬       2)口　智司 平26. 1. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  91314-01083 なつめ薬局 〒562-0046 072-722-0978株式会社ビオス　代表藤本　年朗 平20. 6. 1調剤 薬局
     箕面市桜ケ丘一丁目１番４６号 常　勤:    1取締役　藤本　年朗 移転 現存
     (薬       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91414-01109 サイト薬局 〒562-0028 072-749-3117株式会社ミルキーファ松本　智夫 平21. 2. 1調剤 薬局
     箕面市彩都粟生南一丁目１番３５常　勤:    1ーマシー　代表取締役 新規 現存
     号ボナール・ディアコート１Ｆ　(薬       1)　松山　喜範 平27. 2. 1
     １０７号室 非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91514-01125 よつば薬局 〒562-0031 072-734-6808よつば薬局株式会社　山本　雅祥 平21. 7. 1調剤 薬局
     箕面市小野原東三丁目４番１７号常　勤:    3代表取締役　山本　雅 新規 現存
     (薬       3)祥 平27. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91614-01133 仲井薬局 〒562-0032 072-729-6628有限会社仲井薬局　代仲井　昭司 平21. 6. 1調剤 薬局
     箕面市小野原西六丁目１２番１号常　勤:    4表取締役　仲井　昭司 移転 現存
     岩永ビルＢ１Ｆ (薬       4) 平27. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91714-01166 はるな薬局 〒562-0023 072-737-5077株式会社グラン・ラフ陶山　美賢 平24. 2. 1調剤 薬局
     箕面市粟生間谷西３丁目７－７ 常　勤:    2ィネ　代表取締役　出 新規 現存
     (薬       2)口　浩明 平30. 2. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91814-01174 アカネ薬局　箕面稲店〒562-0015 072-720-6222株式会社エムワン　代新畑　依里子 平24. 4. 1調剤 薬局
     箕面市稲１丁目１４－１１ 常　勤:    3表取締役　村井　俊之 新規 現存
     (薬       3) 平30. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91914-01182 サーバ箕面今宮薬局 〒562-0033 0727-49-3313株式会社キリン堂　代塩谷　千夏 平24. 8.16調剤 薬局
     箕面市今宮４丁目１０－５４ 常　勤:    1表取締役　寺西　豊彦 組織変更 現存
     (薬       1) 平24. 8.16
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  92014-01190 イオン薬局　箕面店 〒562-0034 072-710-5954イオンリテール株式会森長　和裕 平24.12. 1調剤 薬局
     箕面市西宿１丁目１５－３０イオ常　勤:    6社　代表取締役　岡崎 新規 現存
     ン箕面店１階 (薬       6)　双一 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92114-01208 キョウエイ調剤薬局　〒562-0043 072-720-6952有限会社ドラッグ・ワ小林　真紀子 平25. 1. 1調剤 薬局
     箕面桜井店 箕面市桜井１丁目２－２９ 常　勤:    1イ・アンド・エム　代 新規 現存
     (薬       1)表取締役　皆木　義郎 平25. 1. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92214-01240 キョウエイ調剤薬局　〒562-0043 072-725-5288株式会社共栄　代表取垣内　英子 平26. 2. 1調剤 薬局
     牧落店 箕面市桜井１丁目２７番４４号の常　勤:    3締役　皆木　義郎 新規 現存
     １ (薬       3) 平26. 2. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92314-01257 小野原東薬局 〒562-0031 072-749-1111ミドリヤ薬品株式会社高松　佳代 平26. 3. 1調剤 薬局
     箕面市小野原東４丁目２７－３３常　勤:    1　代表取締役　岡内　 移転 現存
     ドムス小野原 (薬       1)重信 平26. 3. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92414-01273 吉田薬局　箕面店 〒562-0013 072-720-5355有限会社弘吉　代表取高塚　光代 平27. 2. 1調剤 薬局
     箕面市坊島５丁目４－２３ 常　勤:    2締役　 田　昌弘 新規 現存
     (薬       2) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92514-01281 アイン薬局　箕面店 〒562-0023 072-749-0601株式会社アインファー川口　めぐみ 平27.11. 1調剤 薬局
     箕面市粟生間谷西７丁目１４－４常　勤:    1マシーズ　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       1)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92614-01299 ウエルシア薬局箕面小〒562-0032 072-749-0670ウエルシア薬局株式会中原　優 平27.12. 1調剤 薬局
     野原西店 箕面市小野原西６丁目２－３ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 組織変更 現存
     (薬       1)　秀晴 平27.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92714-01315 小野原パール薬局 〒562-0031 072-730-0170有限会社ハートフル・山本　司 平28. 1. 1調剤 薬局
     箕面市小野原東５丁目２－８アネ常　勤:    1エミ　取締役　棧敷　 組織変更 現存
     ックス箕面１Ｆ (薬       1)博 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  92814-01323 スギ薬局　箕面小野原〒562-0024 072-734-7961株式会社スギ薬局　代奥　由香里 平28. 2. 1調剤 薬局
     店 箕面市粟生新家４丁目１－１４ 常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平28. 2. 1
     非常勤:   24
     (薬      24)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92914-01331 めいぷる未来薬局 〒562-0001 072-724-3042並川　増美 東　三貴子 平27.12.12調剤 薬局
     箕面市箕面６丁目７－４７マンシ常　勤:    1 継承 現存
     ョンもみじや１階 (薬       1) 平27.12.12
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93014-01349 もみじ薬局 〒562-0043 072-734-8168エスワイケミカル株式龍野　住子 平28. 9. 1調剤 薬局
     箕面市桜井一丁目７番２２号 常　勤:    2会社　代表取締役　石 新規 現存
     (薬       2)田　貴弥 平28. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93114-01356 オレンジ薬局　箕面桜〒562-0041 072-737-8931株式会社プチファーマ橋本　祐子 平28. 9. 1調剤 薬局
     店 箕面市桜四丁目１７番２０号 常　勤:    1シスト　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)柳生　美江 平28. 9. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93214-01364 エード調剤薬局 〒562-0001 072-723-7156株式会社ハーベスト　岩坂　麻里子 平28. 9. 1調剤 薬局
     箕面市箕面六丁目３番１－１０５常　勤:    1代表取締役　増永　貞 組織変更 現存
     みのおサンプラザ１号館 (薬       1)子 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93314-01372 ちーぷ薬局　箕面店 〒562-0025 072-749-3531有限会社チープ薬局　松山　章子 平28.10. 1調剤 薬局
     箕面市粟生外院一丁目１１番２１常　勤:    3代表取締役　玉井　有 組織変更 現存
     号 (薬       3)子 平28.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93414-01380 ウエルシア薬局　箕面〒562-0003 072-720-5811ウエルシア薬局株式会米満　達也 平29. 1. 1調剤 薬局
     西小路店 箕面市西小路二丁目８－２８ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  93514-01398 スギ薬局　箕面船場店〒562-0036 072-734-7801株式会社スギ薬局　代長尾　友里恵 平29. 3. 1調剤 薬局
     箕面市船場西二丁目１２番４号Ｏ常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     ＴＣプライムハイツ１０１号 (薬       1) 平29. 3. 1
     非常勤:   20
     (薬      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93614-01406 ウエルシア薬局　箕面〒562-0031 072-710-2684ウエルシア薬局株式会中谷　勲男 平29. 2.26調剤 薬局
     小野原東店 箕面市小野原東六丁目１－３０ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 移転 現存
     (薬       1)　秀晴 平29. 2.26
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93714-01414 カズ薬局 〒562-0003 072-735-7260クラフト株式会社　代高石　美紗子 平29. 3. 1調剤 薬局
     箕面市西小路三丁目１７番３６号常　勤:    3表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     (薬       3) 平29. 3. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93814-01422 フタバ薬局　箕面店 〒562-0004 072-721-8100株式会社フタバ　代表好田　稔規 平29.11. 1調剤 薬局
     箕面市牧落３丁目１４番２０号 常　勤:    2取締役　石瀬　和香子 新規 現存
     (薬       2) 平29.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93914-01430 スギ薬局　箕面東店 〒562-0025 072-736-8065株式会社スギ薬局　代江端　亜衣 平30. 1. 1調剤 薬局
     箕面市粟生外院１丁目１７－３５常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94014-01448 サエラ薬局　箕面店 〒562-0001 072-720-0711株式会社サエラ　代表石井　恵里子 平30. 1. 1調剤 薬局
     箕面市箕面六丁目４番４０号 常　勤:    2取締役　小池　由久 組織変更 現存
     (薬       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94114-01455 キリン堂薬局　箕面桜〒562-0046 072-720-5177株式会社キリン堂　代中島　和真 平30. 4. 1調剤 薬局
     ケ丘店 箕面市桜ケ丘３丁目１４－１６ 常　勤:    1表取締役　寺西　豊彦 新規 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  94214-01463 岡内薬局 〒562-0011 072-721-9174ミドリヤ薬品株式会社水谷　章子 平30. 3. 1調剤 薬局
     箕面市如意谷一丁目５番３号 常　勤:    1　代表取締役　岡内　 組織変更 現存
     (薬       1)重信 平30. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94314-01471 岡内薬局 〒562-0012 072-723-6550ミドリヤ薬品株式会社布川　保美 平30. 3. 1調剤 薬局
     箕面市白島二丁目２８番５号 常　勤:    2　代表取締役　岡内　 組織変更 現存
     (薬       2)重信 平30. 3. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94414-01489 みのお薬局 〒562-0041 072-722-0311ミドリヤ薬品株式会社吉川　浩子 平30. 3. 1調剤 薬局
     箕面市桜四丁目１１番１５号 常　勤:    1　代表取締役　岡内　 組織変更 現存
     (薬       1)重信 平30. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94514-01497 ひまわり薬局 〒562-0024 072-734-8551山本　千佳代 山本　千佳代 平30. 5. 1調剤 薬局
     箕面市粟生新家３－５－１９メゾ常　勤:    1 新規 現存
     ンプレジール１０２号 (薬       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94615-00074 筒井薬局 〒537-0002 06-6981-5202筒井　泰子 筒井　泰子 昭32.10. 1調剤 薬局
     大阪市東成区深江南三丁目１５番常　勤:    1 新規 現存
     １４号 (薬       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94715-00710 ヒカリ保健薬局 〒537-0002 06-6971-4353畠山　寛 畠山　隆子 昭43. 3. 1調剤 薬局
     大阪市東成区深江南一丁目９番１常　勤:    2 新規 現存
     ９号 (薬       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94815-00777 太田薬局 〒537-0021 06-6971-6402有限会社太田薬局　代畑　惠子 昭46. 4. 1調剤 薬局
     大阪市東成区東中本一丁目１０番常　勤:    1表取締役　太田　開 新規 現存
     １２号 (薬       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94915-00843 マキノ薬局 〒537-0012 06-6971-1462株式会社マキノ薬局　牧野　容子 昭50. 2. 1調剤 薬局
     大阪市東成区大今里三丁目３番３常　勤:    2代表取締役　牧野　訓 新規 現存
     号 (薬       2)卓 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95015-00918 大学薬局 〒537-0024 06(6971)2144米田　恭昌 米田　恭昌 昭55.12. 1調剤 薬局
     大阪市東成区東小橋３丁目３－２ 新規 現存
     ８ 平 4.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  95115-01171 サン薬局 〒537-0022 06-6972-3848宮成　睦子 宮成　睦子 昭61. 8. 1調剤 薬局
     大阪市東成区中本三丁目１５番８常　勤:    1 新規 現存
     号店舗１ (薬       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95215-01221 中尾天牛堂薬局 〒537-0012 06-6981-6465有限会社中尾天牛堂　中尾　敬子 昭61. 1. 1調剤 薬局
     大阪市東成区大今里二丁目３４番常　勤:    1代表取締役　中尾　進 組織変更 現存
     １８号 (薬       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95315-01247 森ノ宮薬局 〒537-0025 06-6981-2577有限会社森ノ宮薬局　山崎　和子 平元. 7.10調剤 薬局
     大阪市東成区中道一丁目４番２号常　勤:    6取締役　山名　敏之 現存
     １０３号 (薬       6) 平28. 7.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95415-01429 小林赤壁薬局 〒537-0002 06-6971-7081有限会社　小林赤壁薬小林　洋一 平 8. 9. 1調剤 薬局
     大阪市東成区深江南二丁目５番１常　勤:    1局　代表取締役　小林 新規 現存
     ９号 (薬       1)　洋一 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95515-01452 鶴橋アップル薬局 〒537-0024 06-6974-7974シード株式会社　代表青野　縣一 平 9. 7. 1調剤 薬局
     大阪市東成区東小橋三丁目１４番常　勤:    3取締役　青野　縣一 新規 現存
     ３１号鶴橋ライフビル１階 (薬       3) 平24. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95615-01502 スマイル薬局 〒537-0001 06-6978-6620有限会社スマイリング沼田　友希子 平10. 5. 1調剤 薬局
     大阪市東成区深江北一丁目３番２常　勤:    2　代表取締役　沼田　 新規 現存
     ０号１階 (薬       2)友希子 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95715-01510 グリーン薬局 〒537-0025 06-6974-3319株式会社　西薬局　代吉田　きく子 平11. 1. 1調剤 薬局
     大阪市東成区中道一丁目１番１号常　勤:    1表取締役　西橋　健至 新規 現存
     (薬       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95815-01536 ヨシダ薬局 〒537-0021 06-6971-1978吉田　進彦 吉田　朗彦 平11. 7. 1調剤 薬局
     大阪市東成区東中本二丁目８番７常　勤:    3 移転 現存
     号 (薬       3) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95915-01551 今里パール薬局 〒537-0013 06-6975-8155株式会社　ケイ・エム古谷　雅人 平12. 1. 1調剤 薬局
     大阪市東成区大今里南一丁目１２常　勤:    1・シー　代表取締役　 新規 現存
     番１３号かしの木ビル１階 (薬       1)松山　喜範 平30. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
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  96015-01577 サカエ薬局 〒537-0025 06-6971-0426辻　廣藏 辻　廣藏 平12. 3.10調剤 薬局
     大阪市東成区中道二丁目１２番１常　勤:    1 継承 現存
     １号 (薬       1) 平30. 3.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96115-01601 コスモ薬局 〒537-0024 06-6971-9339有限会社　コスモオー森口　美子 平12.12. 1調剤 薬局
     大阪市東成区東小橋三丁目１８番常　勤:    1ム　代表取締役　森口 移転 現存
     １号水巻ビル (薬       1)　美子 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96215-01619 ダルマ薬局 〒537-0025 06-6971-5488安達　浩 安達　浩 平13. 3. 1調剤 薬局
     大阪市東成区中道二丁目２５番１常　勤:    1 新規 現存
     ６号 (薬       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96315-01627 フラワー薬局緑橋店 〒537-0021 06-6973-1193株式会社メディカル一安田　理香 平13. 3. 1調剤 薬局
     大阪市東成区東中本一丁目１５番常　勤:    1光　代表取締役　野間 新規 現存
     １０号 (薬       1)　誠司 平25. 3. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96415-01692 エムケー薬局 〒537-0025 06-6975-2021株式会社セラフィ　代池内　博子 平15. 4. 1調剤 薬局
     大阪市東成区中道四丁目１４番２常　勤:    1表取締役　松尾　浩 移転 現存
     ５号ステラートコート玉造１階 (薬       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96515-01718 カエデ薬局 〒537-0022 06-6973-6464株式会社カエデ薬局　村上　小夜子 平15. 6. 1調剤 薬局
     大阪市東成区中本二丁目７番１５常　勤:    1代表取締役　津上　亮 移転 現存
     号 (薬       1)平 平27. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96615-01726 のぞみ薬局　今里店 〒537-0012 06-6977-0006株式会社アビメディカ山手　惠 平15. 8. 1調剤 薬局
     大阪市東成区大今里一丁目３４番常　勤:    2ル　代表取締役　保田 新規 現存
     １４号 (薬       2)　裕司 平27. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96715-01734 くすのき薬局 〒537-0012 06-6973-7273総合メディカル株式会安藤　元 平15.12. 1調剤 薬局
     大阪市東成区大今里一丁目２６番常　勤:    2社　代表取締役　坂本 新規 現存
     ４号 (薬       2)　賢治 平27.12. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
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  96815-01775 コトブキ保健薬局 〒537-0025 06-6976-3360有限会社ハーモニー　福嶋　幸雄 平18. 5. 1調剤 薬局
     大阪市東成区中道二丁目１番２５常　勤:    1代表取締役　松嶋　聖 新規 現存
     号 (薬       1)子 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96915-01791 ふれあい薬局 〒537-0012 06-6978-2525有限会社アプロード　寺農　和正 平18. 7. 1調剤 薬局
     大阪市東成区大今里三丁目１４番常　勤:    3代表取締役　福本　康 新規 現存
     ２３号オークイマザトステーショ(薬       3)幸 平24. 7. 1
     ン１階 非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97015-01833 東小橋薬局 〒537-0024 06-6975-0387株式会社東小橋薬局　芳谷　晴美 平19. 8. 1調剤 薬局
     大阪市東成区東小橋一丁目８番９常　勤:    3代表取締役　岡田　錦 移転 現存
     号 (薬       3) 平25. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97115-01858 あやめ薬局 〒537-0011 06-6977-5160有限会社メディカル・伊 　郁代 平20. 2. 1調剤 薬局
     大阪市東成区東今里二丁目１２番常　勤:    1トータル・プランナー 新規 現存
     ２２号 (薬       1)　代表取締役　杉田　 平26. 2. 1
     非常勤:    3昭吾
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97215-01866 保健薬局 〒537-0012 06-6977-1020山岡　征勝 山岡　征勝 平20. 6. 2調剤 薬局
     大阪市東成区大今里四丁目２７番常　勤:    2 移転 現存
     ３１号 (薬       2) 平26. 6. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97315-01874 サエラ薬局　今里店 〒537-0014 06-6978-3600株式会社サエラ　代表筒井　亜沙美 平20. 9. 1調剤 薬局
     大阪市東成区大今里西一丁目２６常　勤:    7取締役　小池　由久 新規 現存
     番５号ロハスプラザ今里１０１ (薬       7) 平26. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97415-01882 まちかど薬局　中本店〒537-0022 06-6785-7221株式会社関西メディカ坂根　隆一 平21. 1. 1調剤 薬局
     大阪市東成区中本五丁目２７番２常　勤:    1ルファーマシー　代表 新規 現存
     ８号 (薬       1)取締役　北谷　龍平 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97515-01916 どんぐり薬局 〒537-0025 06-6973-0123有限会社どんぐり　代江浪　珠美代 平21.10. 1調剤 薬局
     大阪市東成区中道三丁目１６番１常　勤:    4表取締役　金澤　洋 新規 現存
     ５号ソレアード玉造１Ｆ (薬       4) 平27.10. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
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  97615-01932 天正堂薬局 〒537-0012 06-6971-3709染田　昌宏 染田　昌宏 平22. 1. 8調剤 薬局
     大阪市東成区大今里一丁目３１番常　勤:    1 継承 現存
     ２１号 (薬       1) 平28. 1. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97715-01940 大手前薬局 〒537-0024 06-6981-2700株式会社　高砂薬局　岩本　昌弘 平22. 5. 1調剤 薬局
     大阪市東成区東小橋一丁目９番１常　勤:    6代表取締役　植野　光 新規 現存
     ９号ＪＲ玉造駅ＮＫビル１Ｆ (薬       6)信 平28. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97815-01957 緑橋ひまわり薬局 〒537-0022 06-6981-1885有限会社ひまわり薬局平井　千津子 平22. 7.20調剤 薬局
     大阪市東成区中本三丁目１２番１常　勤:    2　代表取締役　福田　 移転 現存
     ４号 (薬       2)佳代子 平28. 7.20
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97915-01965 さくら薬局　大阪深江〒537-0002 06-6977-8261クラフト株式会社　代山下　友希 平22. 9. 1調剤 薬局
     南店 大阪市東成区深江南二丁目１２番常　勤:    5表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     ２８号 (薬       5) 平28. 9. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98015-01973 にじいろ薬局 〒537-0014 06-6971-5576ユウメディカル株式会長谷川　洋子 平22.12. 1調剤 薬局
     大阪市東成区大今里西一丁目６番常　勤:    2社　代表取締役　生駒 新規 現存
     ３０号 (薬       2)　忠史 平28.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98115-01999 近畿調剤みどり橋薬局〒537-0022 06-6975-2200近畿調剤株式会社　代 平23. 4. 1調剤 薬局
     大阪市東成区中本三丁目１５番１常　勤:    2表取締役　吉川　正男 新規 現存
     ２号 (薬       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98215-02005 ラビット今里薬局 〒537-0013 06-6975-3331有限会社雄和　取締役三浦　美希 平23. 4. 1調剤 薬局
     大阪市東成区大今里南六丁目１６常　勤:    1　落部　達雄 新規 現存
     番２０号 (薬       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98315-02013 なかむら薬局 〒537-0012 06-6977-3225中村　智 中村　智 平23. 6. 1調剤 薬局
     大阪市東成区大今里４丁目２６番常　勤:    1 移転 現存
     １１号 (薬       1) 平29. 6. 1
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  98415-02047 コアラ薬局 〒537-0023 06-6973-0531メディカルプリズム株三浦　正之 平24. 7. 1調剤 薬局
     大阪市東成区玉津３丁目６番２号常　勤:    2式会社　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       2)三浦　正之 平24. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98515-02054 大阪ハートフル薬局 〒537-0003 06-6224-3075有限会社ハートフルケ山田　憲治 平24. 8. 1調剤 薬局
     大阪市東成区神路１丁目５番２０常　勤:   11ア　代表取締役　三宅 新規 現存
     号ＦＬＡＴ３４深江橋１Ｆ (薬      11)　圭一 平24. 8. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98615-02070 シグマ薬局 〒537-0002 06-6975-8857シグマ薬品株式会社　中 　雅子 平25. 4. 1調剤 薬局
     大阪市東成区深江南１丁目６番１常　勤:    1代表取締役　奥谷　英 新規 現存
     ３号 (薬       1)一 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98715-02088 アピス薬局　今里店 〒537-0013 06-6975-8211株式会社アピスファー米田　泰晃 平25. 5. 1調剤 薬局
     大阪市東成区大今里南３丁目１３常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     番１１号ルネッサンスシティー１(薬       1)川越　敏章 平25. 5. 1
     階 非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98815-02096 ドリーム薬局 〒537-0025 06-6974-1775岩崎　宣福 岩崎　宣福 平25. 6. 1調剤 薬局
     大阪市東成区中道４丁目１番８号常　勤:    1 新規 現存
     スカイビルⅡ　１階 (薬       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98915-02104 西野薬局 〒537-0013 06-6971-5521西野　祥代 西野　祥代 平25. 8.12調剤 薬局
     大阪市東成区大今里南３丁目７番常　勤:    1 継承 現存
     １１号 (薬       1) 平25. 8.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99015-02112 あおば薬局 〒537-0003 06-6977-7114六車　美智子 六車　美智子 平25. 9. 1調剤 薬局
     大阪市東成区神路１丁目４番２４常　勤:    2 継承 現存
     号ラ・リビエール１階 (薬       2) 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99115-02138 玉造アップル薬局 〒537-0024 06-6976-5501シード株式会社　代表都志　和子 平25.12. 1調剤 薬局
     大阪市東成区東小橋１丁目５番４常　勤:    1取締役　青野　縣一 新規 現存
     号１階 (薬       1) 平25.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
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  99215-02146 ライト薬局　緑橋店 〒537-0022 06-6976-2161高田　光治 高田　光治 平26. 1. 1調剤 薬局
     大阪市東成区中本１丁目１０番１常　勤:    1 継承 現存
     ６号１Ｆ (薬       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99315-02153 幸生堂薬局 〒537-0011 06-6975-9000株式会社ヘルシーワー竹村　房則 平26. 3. 1調剤 薬局
     大阪市東成区東今里３丁目２２番常　勤:    3ク　代表取締役　福本 新規 現存
     ３３号 (薬       3)　康幸 平26. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99415-02161 イルカ薬局 〒537-0013 06-6753-8481株式会社ラポールメデ早川　由隆 平26. 4. 1調剤 薬局
     大阪市東成区大今里南１丁目７番常　勤:    1ィカル　代表取締役　 新規 現存
     １２号やすらぎビル１階 (薬       1)早川　由隆 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99515-02187 ひまわり薬局 〒537-0022 06-6981-3819有限会社ひまわり薬局寺島　知子 平26. 4. 1調剤 薬局
     大阪市東成区中本４丁目１番１０常　勤:    2　代表取締役　福田　 移転 現存
     号１階 (薬       2)佳代子 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99615-02195 玉造大日薬局 〒537-0023 06-6975-8099株式会社エム・サーバ本多　理恵 平26. 4. 1調剤 薬局
     大阪市東成区玉津１丁目１１番２常　勤:    1ー　代表取締役　淡路 組織変更 現存
     ２号１階 (薬       1)　英広 平26. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99715-02211 いまざと薬局 〒537-0013 06-6224-4015ナナホシメディカル株和田　彬光 平26.10. 1調剤 薬局
     大阪市東成区大今里南１丁目５番常　勤:    1式会社　代表取締役　 新規 現存
     １１号１Ｆ (薬       1)橋本　智之 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99815-02237 あおば薬局　今里店 〒537-0013 06-6975-3330株式会社コア　代表取髙橋　潤一 平27. 2. 1調剤 薬局
     大阪市東成区大今里南２丁目１０常　勤:    1締役　横山　展之 組織変更 現存
     番２号翠久マンション１階７号 (薬       1) 平27. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99915-02245 松井薬局 〒537-0024 06-6972-1551有限会社松井薬局　取松井　長明 平27. 8. 1調剤 薬局
     大阪市東成区東小橋３丁目１９番常　勤:    1締役　松井　長明 移転 現存
     ２６号１Ｆ (薬       1) 平27. 8. 1
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 100015-02252 スギ薬局　東今里店 〒537-0011 06-6977-0610株式会社スギ薬局　代氷室　晃 平27.10. 1調剤 薬局
     大阪市東成区東今里２丁目７番２常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     ８号 (薬       1) 平27.10. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100115-02260 今里コスモス薬局 〒537-0012 06-4309-5400藤原　洋一 藤原　洋一 平28. 2. 1調剤 薬局
     大阪市東成区大今里３丁目１番６常　勤:    1 新規 現存
     号１Ｆ (薬       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100215-02278 松山薬局 〒537-0011 06-6974-3235松山　正子 松山　正子 平28. 1. 3調剤 薬局
     大阪市東成区東今里３丁目２２番常　勤:    1 継承 現存
     ２９号１階 (薬       1) 平28. 1. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100315-02294 あすなろ薬局 〒537-0001 06-6975-0351ケイメディカル株式会柏田　侑亮 平28. 6. 1調剤 薬局
     大阪市東成区深江北二丁目８番２常　勤:    1社　代表取締役　柏田 新規 現存
     １号サンアーク深江橋１階１０２(薬       1)　侑亮 平28. 6. 1
     号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100415-02302 カメイ調剤薬局　鶴橋〒537-0024 06-6974-0520カメイ株式会社　代表加藤　聡 平28. 7. 1調剤 薬局
     店 大阪市東成区東小橋三丁目１７番常　勤:    2取締役　亀井　文行 新規 現存
     １号１Ｆ (薬       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100515-02310 サンライトげんき薬局〒537-0024 06-6224-7123株式会社アクセスライ呉羽　美和 平29. 1. 1調剤 薬局
     　玉造店 大阪市東成区東小橋一丁目８番２常　勤:    1フ　代表取締役　住川 継承 現存
     ３号玉造パークハイツ１Ｆ (薬       1)　奈美 平29. 1. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100615-02336 調剤薬局マツモトキヨ〒537-0014 06-6977-5302株式会社マツモトキヨ小西　康夫 平29. 4. 1調剤 薬局
     シ　大今里店 大阪市東成区大今里西２丁目７番常　勤:    4シ　代表取締役　大田 組織変更 現存
     ３号アロンディール区役所前１階(薬       4)　貴雄 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100715-02344 サポート薬局 〒537-0001 06-6977-7767株式会社Ｍ＆Ｃ　代表 　安孝 平29. 9. 1調剤 薬局
     大阪市東成区深江北１丁目１番３常　勤:    4取締役　平田　守 新規 現存
     ２号ダイエービル１階 (薬       4) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 100815-02351 スギ薬局　森ノ宮店 〒537-0022 06-6224-7026株式会社スギ薬局　代畑　優佳里 平29.10. 1調剤 薬局
     大阪市東成区中本二丁目１番１３常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     号大阪スポンジャービル１階 (薬       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100915-02369 にじいろ薬局　森ノ宮〒537-0025 06-6975-8770株式会社ディライト　青笹　由香里 平30. 3. 1調剤 薬局
     店 大阪市東成区中道１丁目５番２３常　勤:    1代表取締役　水野　泰 組織変更 現存
     号ラパンジール森ノ宮１Ｆ (薬       1)宏 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101015-02377 かるがも薬局　今里店〒537-0013 06-6224-3331株式会社メディカルか神田　媒子 平30. 4. 1調剤 薬局
     大阪市東成区大今里南１丁目１番常　勤:    1るがも　代表取締役　 組織変更 現存
     １９号 (薬       1)森　正彦 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101116-00015 新京阪薬局 〒564-0036 06-6381-0448株式会社新京阪薬局　三田　康子 昭32.10. 1調剤 薬局
     吹田市寿町一丁目３番１２号 常　勤:    1代表取締役　三田　康 新規 現存
     (薬       1)子 平29.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101216-00072 岡村薬局 〒564-0062 06-6384-0374株式会社岡村薬局　代岡村　俊子 昭32.10. 1調剤 薬局
     吹田市垂水町一丁目２１番１号 常　勤:    1表取締役　岡村　俊子 新規 現存
     (薬       1) 平29.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101316-00460 新千里薬局 〒565-0854 06-6871-3297有限会社新千里薬局　但田　勝 昭43. 3. 1調剤 薬局
     吹田市桃山台二丁目５番１５号 常　勤:    1取締役　但田　勝 新規 現存
     (薬       1) 平28. 3. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101416-00957 山本薬局 〒564-0062 06-6385-0002山本　純子 山本　純子 昭53. 4. 1調剤 薬局
     吹田市垂水町三丁目４番２０－１常　勤:    1 新規 現存
     ０１山本マンション１階 (薬       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101516-01146 せんり薬局 〒565-0804 06-6877-3799高橋　秀明 高橋　賢 昭58. 5. 1調剤 薬局
     吹田市新芦屋上２３番１号メゾン常　勤:    1 新規 現存
     千里丘ショッピングセンター１階(薬       1) 平28. 5. 1
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 101616-01161 コヤマ薬局 〒564-0051 06-6384-9521小山　恵子 小山　恵子 昭58.12. 1調剤 薬局
     吹田市豊津町３番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101716-01195 府薬会営吹田薬局 〒565-0875 06-6835-1245一般社団法人　大阪府上田　康子 昭59. 8. 1調剤 薬局
     吹田市青山台三丁目５２番１号 常　勤:    7薬剤師会　会長　藤垣 新規 現存
     (薬       7)　哲彦 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101816-01369 けんこう薬局 〒564-0027 06-6381-8757有限会社けんこう　代小西　淑子 平 2. 4.20調剤 薬局
     吹田市朝日町２－１２７吹田サン常　勤:    2表取締役　小西　淑子 組織変更 現存
     クス２番館１階 (薬       2) 平29. 4.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101916-01377 一二三薬局 〒564-0041 06-6388-3040南元　靖子 南元　靖子 平 2. 5.23調剤 薬局
     吹田市泉町二丁目１３番１３号 常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平29. 5.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102016-01484 ニッシン薬局 〒564-0001 06(6876)6655有限会社ニッシン薬局吉田　明弘 平 6. 2. 1調剤 薬局
     吹田市岸部北５丁目３９－１７　常　勤:    1　代表取締役　吉田　 新規 現存
     メゾンフォルテ１０１ (薬       1)明弘 平30. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102116-01518 タカハシ薬局 〒565-0874 06-6872-4462高橋薬品株式会社　代髙松　道子 平 6. 3. 1調剤 薬局
     吹田市古江台４－２－８ 常　勤:    1表取締役　髙橋　良明 移転 現存
     (薬       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102216-01526 スギノ薬局 〒565-0823 06(6878)7333杉野　広明 杉野　己代子 平 6. 7. 1調剤 薬局
     吹田市山田南８－２８　アネック常　勤:    1 新規 現存
     ス池川１階 (薬       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102316-01534 前田薬局 〒564-0041 06-6387-1451前田　敬子 前田　敬子 平 6. 9. 1調剤 薬局
     吹田市泉町三丁目１９番２７号フ常　勤:    4 新規 現存
     ォートビラージュ黒田２０３号 (薬       4) 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 102416-01542 ヘルシー薬局 〒564-0053 06-6385-3775株式会社　ヘルシー薬大西　浩子 平 6. 8. 1調剤 薬局
     吹田市江の木町１６番２３号豊田常　勤:    9局　代表取締役　角矢 組織変更 現存
     江坂ビル１階 (薬       9)　善洋 平24. 8. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102516-01583 中島薬局 〒564-0032 06-6382-2820株式会社アルカ　代表泉　祐輔 平 6.12. 1調剤 薬局
     吹田市内本町二丁目２番５号　旭常　勤:    4取締役　中島　康伸 新規 現存
     トゥーレ１階 (薬       4) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102616-01591 サンプラ薬局 〒564-0043 06-6821-2871株式会社サンプラニン松尾　美恵 平 7. 2. 1調剤 薬局
     吹田市南吹田五丁目２番４号 常　勤:    1グ　代表取締役　松尾 新規 現存
     (薬       1)　良嗣 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102716-01666 クローバー薬局 〒565-0834 06-6878-4790ジョブ・クローバー株鳩野　陽子 平 7.11. 8調剤 薬局
     吹田市五月が丘北２５番４０号ユ常　勤:    1式会社　代表取締役　 組織変更 現存
     タカビル１階 (薬       1)高橋　郁夫 平28.11. 8
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102816-01674 スター薬局 〒564-0027 06-6381-0099有限会社スター薬局　越前谷　寿美 平 8. 1. 1調剤 薬局
     吹田市朝日町５番１１号シップス常　勤:    3代表取締役　堀　裕 新規 現存
     ビル１階 (薬       3) 平29. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102916-01757 朝日が丘薬局 〒564-0083 06-6387-1359株式会社　千里堂　代西岡　泰子 平 8.12. 1調剤 薬局
     吹田市朝日が丘町２６番３号ロイ常　勤:    1表取締役　髙島　壽子 新規 現存
     ヤルハイツ朝日が丘１０６号 (薬       1) 平29.12. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103016-01815 わかば薬局 〒564-0053 06-6821-3701濵本　紀代子 濵本　紀代子 平 9. 5. 1調剤 薬局
     吹田市江の木町２番１５号リブハ常　勤:    1 新規 現存
     ウス原１階 (薬       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 103116-01831 たかはま薬局 〒564-0026 06-6318-1051菅濱　淳仁 菅濱　中 平 9. 9. 1調剤 薬局
     吹田市高浜町４番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103216-01864 たつなみ薬局 〒564-0001 06-6337-9817有限会社たつなみ　代大山　史絵 平10. 1. 1調剤 薬局
     吹田市岸部北一丁目２４番２０号常　勤:    3表取締役　岡橋　義弘 新規 現存
     (薬       3) 平28. 1. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103316-01955 山田クレハ薬局 〒565-0824 06-6876-8652クレハ薬品商事株式会笠野　まりこ 平10. 4. 1調剤 薬局
     吹田市山田西二丁目４Ａ１－１０常　勤:    1社　代表取締役　吉川 新規 現存
     ７ (薬       1)　正男 平28. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103416-01963 クローバー薬局 〒564-0023 06-6318-2105ジョブ・クローバー株加味　正也 平10. 5. 1調剤 薬局
     吹田市日の出町２７番１４号 常　勤:    3式会社　代表取締役　 新規 現存
     (薬       3)高橋　郁夫 平28. 5. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103516-02029 テイコク薬局 〒564-0052 06-6380-3955株式会社　テイコク製杉山　晶 平10. 9. 1調剤 薬局
     吹田市広芝町１０番３号サニース常　勤:    1薬社　代表取締役　畠 新規 現存
     トンホテル１階 (薬       1)山兼一郎 平28. 9. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103616-02052 上山手薬局 〒565-0841 06-6378-2231有限会社　須磨伊兵衛新田　知子 平11. 1. 4調剤 薬局
     吹田市上山手町３０番６号奥セン常　勤:    2商店　代表取締役　須 組織変更 現存
     チュリーハイム１０２ (薬       2)磨　一夫 平29. 1. 4
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103716-02094 ちーぷ薬局 〒565-0855 06-6836-5488有限会社　チープ薬局有元　敬二 平11. 5. 1調剤 薬局
     吹田市佐竹台二丁目５番１９－１常　勤:    7　代表取締役　玉井　 新規 現存
     ０１号 (薬       7)有子 平29. 5. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 103816-02102 ウェルネス薬局 〒565-0824 06-4864-8505井上　純 井上　純 平11. 5. 1調剤 薬局
     吹田市山田西一丁目３７番５号千常　勤:    1 新規 現存
     里ツインハイツⅡ１０１号 (薬       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103916-02128 ハマノ薬局 〒564-0082 06-6338-4579濱野　澄江 濱野　昌子 平11.11. 1調剤 薬局
     吹田市片山町一丁目６番９号 常　勤:    3 継承 現存
     (薬       3) 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104016-02201 すみれ薬局 〒565-0851 06-6368-2566株式会社　ケアファー森　智惠 平12. 6. 1調剤 薬局
     吹田市千里山西六丁目５６番２号常　勤:    2マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)辻　勝 平30. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104116-02219 前田薬局 〒565-0823 06-6875-0146有限会社　ファーマ・前田　明 平12. 5. 1調剤 薬局
     吹田市山田南３０番８号 常　勤:    3ケア　代表取締役　前 組織変更 現存
     (薬       3)田　明 平30. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104216-02235 アルカ北千里薬局 〒565-0874 06-6873-7033株式会社　アルカ　代岸本　美和子 平12.12. 1調剤 薬局
     吹田市古江台四丁目２番６０号千常　勤:   13表取締役　中島　康伸 新規 現存
     里ノルテビル１階 (薬      13) 平24.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104316-02292 昭和町アスク薬局 〒564-0028 06-6318-1131有限会社　ファーマ・尾花　賞子 平13. 3. 1調剤 薬局
     吹田市昭和町１７番１３号 常　勤:    1ケア　代表取締役　前 組織変更 現存
     (薬       1)田　明 平25. 3. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104416-02318 千里プラス薬局 〒565-0862 06-6835-2921ネオプラスファーマ株矢島　悦子 平13. 4. 1調剤 薬局
     吹田市津雲台一丁目２－Ｄ９南千常　勤:    1式会社　代表取締役　 組織変更 現存
     里ビル１階 (薬       1)大森　由子 平25. 4. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 104516-02359 カエデ薬局 〒564-0051 06-6821-7770株式会社カエデ薬局　津上　亮平 平13.11. 1調剤 薬局
     吹田市豊津町１３番４４号ユカミ常　勤:    1代表取締役　津上　亮 新規 現存
     江坂ビル１０５号 (薬       1)平 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104616-02367 中央第一薬局 〒565-0851 06-6337-5201株式会社中央第一薬局別所　正惠 平13.10. 1調剤 薬局
     吹田市千里山西五丁目１番１号 常　勤:    4　代表取締役　井上　 移転 現存
     (薬       4)博氏 平25.10. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104716-02417 ユニバーサル薬局　佐〒565-0836 06-6190-6345株式会社ＭＪＰ　代表竹内　雅子 平14. 6. 1調剤 薬局
     井寺店 吹田市佐井寺三丁目２１番１２号常　勤:    3取締役　藤本　剛志 新規 現存
     (薬       3) 平26. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104816-02524 かまもと薬局 〒565-0873 06-6872-1218鎌本　英美 鎌本　英美 平15. 3. 1調剤 薬局
     吹田市藤白台二丁目９番１号Ｂ１常　勤:    1 移転 現存
     ０４号 (薬       1) 平27. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104916-02540 大森薬局 〒564-0073 06-6337-3977有限会社大森薬局　代大森　万峰子 平15. 5. 1調剤 薬局
     吹田市山手町二丁目７番３号　田常　勤:    2表取締役　大森　万峰 組織変更 現存
     中愛豊津ビル (薬       2)子 平27. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105016-02573 民主薬局 〒564-0003 06-6387-0515有限会社民主薬局　代常俊　勝也 平15. 6. 1調剤 薬局
     吹田市天道町５番７号 常　勤:    3表取締役　常俊　勝也 組織変更 現存
     (薬       3) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105116-02607 アルカ山田駅前薬局 〒565-0862 06-6833-8750株式会社アルカ　代表西山　惠美子 平15. 7. 1調剤 薬局
     吹田市津雲台五丁目１９番１８号常　勤:    8取締役　中島　康伸 新規 現存
     (薬       8) 平27. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105216-02615 豊津薬局 〒564-0062 06-6384-0098有限会社豊津薬局　代立木　陽子 平15. 8. 1調剤 薬局
     吹田市垂水町二丁目１番５号 常　勤:    2表取締役　立木　靖子 組織変更 現存
     (薬       2) 平27. 8. 1
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 105316-02656 タナカ薬局 〒565-0831 06-6877-6865市橋　千華子 市橋　千華子 平15.11. 1調剤 薬局
     吹田市五月が丘東１３－１３ハタ常　勤:    2 移転 現存
     デン亥子谷ビル１棟１階Ａ号 (薬       2) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105416-02698 須磨伊兵衛薬局 〒564-0032 06-6381-7672有限会社須磨伊兵衛商須磨　一夫 平16. 3. 1調剤 薬局
     吹田市内本町二丁目４番１５号 常　勤:    1店　代表取締役　須磨 移転 現存
     (薬       1)　一夫 平28. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105516-02706 宮永薬局 〒564-0041 06-6384-6455宮永　健一 宮永　健一 平16. 5. 1調剤 薬局
     吹田市泉町二丁目３６番３３号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105616-02722 アップルプラス薬局 〒564-0036 06-6382-6600株式会社アップルプラ佐伯　大助 平16. 6. 1調剤 薬局
     吹田市寿町二丁目８番８号 常　勤:    1ス　代表取締役　吉井 新規 現存
     (薬       1)　信幸 平28. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105716-02755 さくら保健薬局 〒564-0083 06-6385-5551株式会社テラ・ヘルス阿部　真希 平16.11. 1調剤 薬局
     吹田市朝日が丘町１４番１０号 常　勤:    8プロモーション　代表 新規 現存
     (薬       8)取締役　赤松　優仁 平28.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105816-02763 のぞみ薬局 〒564-0002 06-6190-7566株式会社エーシー　代松本　孝亮 平16.12. 1調剤 薬局
     吹田市岸部中四丁目２５番８号 常　勤:    2表取締役　道下　玄三 新規 現存
     (薬       2) 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105916-02789 コクミン薬局　南千里〒565-0862 06-6836-1230株式会社コクミン　代羽田野　若奈 平17. 1. 1調剤 薬局
     店 吹田市津雲台一丁目１番３０号ト常　勤:    4表取締役　絹巻　秀展 新規 現存
     ナリエ南千里内２階 (薬       4) 平29. 1. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106016-02797 たつなみ薬局　吹田駅〒564-0031 06-6318-1088有限会社　たつなみ　成田　有希 平17. 2. 1調剤 薬局
     前店 吹田市元町４番９号 常　勤:    1代表取締役　岡橋　義 新規 現存
     (薬       1)弘 平29. 2. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
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 106116-02805 竹見台薬局 〒565-0863 06-6834-4148有限会社竹見滋敬堂　平山　眞砂江 平17. 1. 1調剤 薬局
     吹田市竹見台三丁目６番１５号 常　勤:    4代表取締役　平山　眞 組織変更 現存
     (薬       4)砂江 平29. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106216-02839 かもめ薬局　阪急山田〒565-0824 06-6878-6820トライアドウエスト株入江　映子 平17. 9. 1調剤 薬局
     店 吹田市山田西四丁目２番７０号 常　勤:    7式会社　代表取締役　 新規 現存
     (薬       7)藤井　貴子 平29. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106316-02847 せせらぎ薬局 〒565-0835 06-6378-8980有限会社メディカルサ谷野　秀清 平17.11. 1調剤 薬局
     吹田市竹谷町３６番６号 常　勤:    4ポートシステム　代表 新規 現存
     (薬       4)取締役　植田　秀彦 平29.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106416-02862 虹薬局　南千里店 〒565-0862 06-6836-6340ネオプラスファーマ株富永　由美 平18. 1. 1調剤 薬局
     吹田市津雲台一丁目２番Ｄ９　南常　勤:    1式会社　代表取締役　 新規 現存
     千里ビル２階 (薬       1)大森　由子 平30. 1. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106516-02870 クローバー薬局 〒564-0023 06-6317-5410ジョブ・クローバー株山賀　典子 平18. 1. 1調剤 薬局
     吹田市日の出町１１番２９号 常　勤:    1式会社　代表取締役　 移転 現存
     (薬       1)高橋　郁夫 平30. 1. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106616-02888 マザー薬局 〒564-0083 06-6385-9070菅濱　淳仁 菅濱　淳仁 平18. 1. 1調剤 薬局
     吹田市朝日が丘町１５番９号 常　勤:    2 移転 現存
     (薬       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106716-02896 青葉堂薬局　吹田店 〒564-0082 06-6387-5305株式会社青葉堂　代表木村　健一 平18. 4. 1調剤 薬局
     吹田市片山町四丁目３４番３４号常　勤:    1取締役　野村　卓三 新規 現存
     テンドール１階 (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 106816-02938 アルカ朝日町薬局 〒564-0027 06-4860-7010株式会社アルカ　代表横山　隆奈 平18.12. 1調剤 薬局
     吹田市朝日町１５番８号美豊ビル常　勤:    3取締役　中島　康伸 新規 現存
     １階 (薬       3) 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106916-02946 ヤマグチ薬局 〒565-0816 06-6878-0493株式会社ファーマコラ山口　晴巨 平18.11. 1調剤 薬局
     吹田市長野東１２番３２－１０１常　勤:    1イフ　代表取締役　山 組織変更 現存
     号 (薬       1)口　晴巨 平24.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107016-02953 南千里駅前薬局 〒565-0862 06-4863-6666株式会社ユーアイファ山本　和輝 平19. 4. 1調剤 薬局
     吹田市津雲台一丁目１番４号２Ａ常　勤:    3ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       3)　内海　直彦 平25. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107116-02961 マスヤ薬局 〒564-0053 06-6385-9481株式会社マスヤ薬局　三根　恵美子 平19. 5.10調剤 薬局
     吹田市江の木町１７番２０－１０常　勤:    2代表取締役　菅濱　章 移転 現存
     ５号 (薬       2)夫 平25. 5.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107216-03019 クローバー薬局 〒565-0834 06-6878-9197ジョブ・クローバー株川島　佐知子 平20. 5. 1調剤 薬局
     吹田市五月が丘北１３番５号セピ常　勤:    1式会社　代表取締役　 新規 現存
     アⅡ番館１０６号 (薬       1)高橋　郁夫 平26. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107316-03027 グリーンメディック薬〒564-0082 06-6378-6627株式会社グリーンメデ藤末　慎 平20. 4. 1調剤 薬局
     局　吹田 吹田市片山町四丁目６番５号 常　勤:    6ィック　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       6)多田　耕三 平26. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107416-03035 笹川薬局　青山台店 〒565-0875 06-6836-1188株式会社笹川薬局　代松 　輝夫 平20. 6. 1調剤 薬局
     吹田市青山台三丁目２６番１号 常　勤:    1表取締役　笹川　悦子 新規 現存
     (薬       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 107516-03043 マツオ薬局 〒565-0824 06-6877-5353松尾　裕介 松田　和美 平20. 7.11調剤 薬局
     吹田市山田西四丁目１番３５号山常　勤:    1 継承 現存
     田東阪急ビル１階 (薬       1) 平26. 7.11
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107616-03050 こころ薬局　阪急山田〒565-0824 06-6836-4800松尾　裕介 松尾　亜美 平20. 7.11調剤 薬局
     店 吹田市山田西四丁目１番１号デュ常　勤:    1 継承 現存
     ー阪急山田 (薬       1) 平26. 7.11
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107716-03068 スギ薬局　千里丘店 〒565-0816 06-6816-7167株式会社スギ薬局　代宮里　直子 平20. 9. 1調剤 薬局
     吹田市長野東８番２号 常　勤:    1表取締役　 原　栄一 組織変更 現存
     (薬       1) 平26. 9. 1
     非常勤:   24
     (薬      24)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107816-03076 スギ薬局　千里山店 〒565-0843 06-6310-9777株式会社スギ薬局　代西浦　翔太 平20. 9. 1調剤 薬局
     吹田市千里山松が丘２６番１２号常　勤:    1表取締役　 原　栄一 組織変更 現存
     メゾンリラ千里山１階 (薬       1) 平26. 9. 1
     非常勤:   26
     (薬      26)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107916-03084 薬局サンファーマシー〒565-0851 06-6386-2488株式会社サンフォレス多田　敏郎 平20.11. 1調剤 薬局
     吹田市千里山西一丁目３８番２１常　勤:    1ト　代表取締役　多田 組織変更 現存
     号 (薬       1)　敏郎 平26.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108016-03092 キリン堂薬局　江坂西〒564-0053 06-6190-5061株式会社キリン堂　代守屋　教子 平20.12. 1調剤 薬局
     店 吹田市江の木町１－３５ 常　勤:    1表取締役　寺西　豊彦 新規 現存
     (薬       1) 平26.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108116-03118 スギ薬局　江坂垂水町〒564-0062 06-6310-8531株式会社スギ薬局　代池野　優子 平21. 3. 1調剤 薬局
     店 吹田市垂水町三丁目９番１０号白常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     川ビル１階 (薬       1) 平27. 3. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   142 頁

 108216-03126 コスモファーマ薬局千〒565-0811 06-6816-7131株式会社コスモファー高田　敏江 平21. 3. 1調剤 薬局
     里丘上店 吹田市千里丘上８番２３号 常　勤:    2マ大阪　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)藤田　愛里 平27. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108316-03134 フィル薬局 〒565-0851 06-6339-2336株式会社メディサーブ今井　正剛 平21. 2. 1調剤 薬局
     吹田市千里山西四丁目９番２２号常　勤:    1　代表取締役　田口　 組織変更 現存
     (薬       1)典生 平27. 2. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108416-03142 ひかり薬局 〒565-0822 06-6816-9900メディカルサービス株吉岡　真弓 平21. 4. 1調剤 薬局
     吹田市山田市場７番１号１０１ 常　勤:    3式会社　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       3)秋本　孝幸 平27. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108516-03159 はるか薬局 〒565-0823 06-6878-1778株式会社メディサーブ福永　貴博 平21. 5. 1調剤 薬局
     吹田市山田南２９番ルネ千里丘４常　勤:    1　代表取締役　田口　 新規 現存
     －１０７号 (薬       1)典生 平27. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108616-03167 ココカラファイン薬局〒564-0051 06-6310-6833株式会社ココカラファ浦　伸一 平21. 5. 3調剤 薬局
     　江坂店 吹田市豊津町１番２５号森田ビル常　勤:    3イン　ヘルスケア　代 移転 現存
     １階 (薬       3)表取締役　塚本　厚志 平27. 5. 3
     非常勤:   30
     (薬      30)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108716-03175 くるみ薬局 〒564-0041 06-6339-0108ベガファーマ株式会社大見　尚央 平21. 9. 1調剤 薬局
     吹田市泉町五丁目１１番１２ー２常　勤:    7　代表取締役　久野　 新規 現存
     １１号 (薬       7)泰弘 平27. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108816-03191 フタツカ薬局　吹田竹〒565-0863 06-6831-3757株式会社　大新堂　代松浦　千佳 平22. 8. 1調剤 薬局
     見台 吹田市竹見台４丁目２－３竹見台常　勤:    7表取締役　二塚　安子 新規 現存
     パークサイドビル１階 (薬       7) 平28. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 108916-03217 さくら薬局　吹田垂水〒564-0062 06-6388-3713クラフト株式会社　代伊藤　礼子 平22. 9. 1調剤 薬局
     店 吹田市垂水町三丁目１９番１３号常　勤:    1表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     (薬       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109016-03233 関西薬局　北千里店 〒565-0874 06-6873-6300株式会社共和コーポレ池堂　智章 平23. 1. 1調剤 薬局
     吹田市古江台二丁目１０番１７号常　勤:    3ーション　代表取締役 新規 現存
     グリーンプラザ千里古江台１階 (薬       3)　杉浦　正 平29. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109116-03258 スギ薬局　吹田金田店〒564-0045 06-6192-7020株式会社スギ薬局　代馬嶋　慶 平23. 3. 1調剤 薬局
     吹田市金田町２８番１０号 常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平29. 3. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109216-03266 イオン薬局北千里店 〒565-0874 06-6835-5827イオンリテール株式会石原　康佑 平23. 3. 1調剤 薬局
     吹田市古江台四丁目２番５０号イ常　勤:   11社　代表取締役　岡崎 組織変更 現存
     オン北千里店１階 (薬      11)　双一 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109316-03282 スギ薬局　佐井寺店 〒565-0836 06-4861-3051株式会社スギ薬局　代市川　明歳 平23. 5. 1調剤 薬局
     吹田市佐井寺３丁目２０－３２ 常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平29. 5. 1
     非常勤:   27
     (薬      27)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109416-03316 クローバー薬局 〒565-0813 06-6816-9608ジョブ・クローバー株安冨　裕子 平23. 7. 1調剤 薬局
     吹田市千里丘下２１－１１ 常　勤:    1式会社　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)高橋　郁夫 平29. 7. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109516-03324 オレンジ薬局　江坂店〒564-0051 06-6338-7140株式会社プチファーマ関戸　千津 平23. 8. 1調剤 薬局
     吹田市豊津町２－９－１０１ 常　勤:    1シスト　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)柳生　美江 平29. 8. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109616-03332 グリーンパーク薬局 〒564-0063 06-6330-5720夛田　直美 夛田　勇己 平23. 9. 1調剤 薬局
     吹田市江坂町５丁目１５－１４－常　勤:    1 新規 現存
     １０２ (薬       1) 平29. 9. 1
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 109716-03340 なの花薬局　桃山台店〒565-0854 06-6834-6033株式会社共栄ファーマ入江　優実子 平23.10.11調剤 薬局
     吹田市桃山台５丁目２番２号アザ常　勤:    8シー　代表取締役　宇 移転 現存
     ール桃山台２階 (薬       8)野　光裕 平29.10.11
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109816-03381 ユニバーサル薬局 〒564-0004 06-6378-7705株式会社　ＭＪＰ　代種田　恭子 平24. 5. 1調剤 薬局
     吹田市原町１丁目３６－１ 常　勤:    2表取締役　藤本　剛志 移転 現存
     (薬       2) 平30. 5. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109916-03399 キリン堂薬局　吹田南〒564-0044 06-6190-2012株式会社キリン堂　代 澤　弥穂 平24. 7. 1調剤 薬局
     金田店 吹田市南金田２丁目７－１０ 常　勤:    1表取締役　寺西　豊彦 新規 現存
     (薬       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110016-03423 えがおＤｅ薬局　江坂〒564-0051 06-6155-6288株式会社近畿メディカ小澤　元信 平24. 9. 1調剤 薬局
     店 吹田市豊津町１－２１江坂中央ビ常　勤:    6ル　代表取締役　徳上 新規 現存
     ル１階 (薬       6)　洋之 平24. 9. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110116-03431 プラザ薬局　南千里山〒564-0001 06-6310-7564株式会社プラザ薬局　髙　敬子 平24.12. 3調剤 薬局
     店 吹田市岸部北２丁目１－２４ 常　勤:    4代表取締役　小田　典 移転 現存
     (薬       4)央 平24.12. 3
     非常勤:   21
     (薬      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110216-03449 クローバー薬局 〒565-0804 06-6875-9608ジョブ・クローバー株村田　佳代 平25. 1. 1調剤 薬局
     吹田市新芦屋上２２－１ＬｉＭ千常　勤:    1式会社　代表取締役　 新規 現存
     里丘１０４号 (薬       1)髙橋　郁夫 平25. 1. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110316-03456 クローバー薬局 〒564-0028 06-4860-9898ジョブ・クローバー株神林　俊博 平25. 1. 1調剤 薬局
     吹田市昭和町１２－２６ 常　勤:    1式会社　代表取締役　 移転 現存
     (薬       1)髙橋　郁夫 平25. 1. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 110416-03472 たかの台薬局 〒565-0861 06-4863-7501株式会社たかの台薬局小木曽　雄子 平25. 4. 1調剤 薬局
     吹田市高野台１丁目６－１２ 常　勤:    3　代表取締役　小木曽 組織変更 現存
     (薬       3)　雄子 平25. 4. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110516-03480 クオール薬局　吹田店〒564-0082 06-6192-9911クオール株式会社　代川北　有美 平25.11. 1調剤 薬局
     吹田市片山町２丁目１３番１号 常　勤:    2表取締役　中村　敬 組織変更 現存
     (薬       2) 平25.11. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110616-03498 中野薬局 〒564-0062 06-6338-5883株式会社中野薬局　代中野　幸子 平25.12. 1調剤 薬局
     吹田市垂水町３丁目２４－１４グ常　勤:    1表取締役　中野　旬之 組織変更 現存
     リーンコーポ江坂１２５ (薬       1) 平25.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110716-03514 つばさ薬局　江坂店 〒564-0063 06-6389-6660有限会社つばさ　代表岡田　雅美 平26. 8. 1調剤 薬局
     吹田市江坂町１丁目１０－１７ 常　勤:    1取締役　髙橋　達之 新規 現存
     (薬       1) 平26. 8. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110816-03522 あおば薬局 〒564-0025 06-6318-3787一般社団法人大阪ファ伊戸　郷美 平26. 8. 1調剤 薬局
     吹田市南高浜町２４－９ 常　勤:    3ルマプラン　理事長　 組織変更 現存
     (薬       3)廣田　憲威 平26. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110916-03530 小町薬局 〒564-0031 06-6155-7274堀　拡代 堀　拡代 平26.11. 1調剤 薬局
     吹田市元町２７－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111016-03555 千里秋葉薬局 〒565-0874 06-6872-0065秋葉　裕美子 秋葉　裕美子 平27. 3. 1調剤 薬局
     吹田市古江台２丁目１０－７ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (薬       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 111116-03563 カメイ調剤薬局　吹田〒564-0073 06-6192-7557カメイ株式会社　代表甲斐　茂男 平27. 4. 1調剤 薬局
     豊津店 吹田市山手町２丁目５－７ 常　勤:    6取締役　亀井　文行 新規 現存
     (薬       6) 平27. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111216-03571 つばさ薬局　星ヶ丘店〒565-0845 06-6190-1200有限会社つばさ　代表横山　悠紀 平27. 7. 1調剤 薬局
     吹田市千里山星が丘１－１ 常　勤:    1取締役　髙橋　達之 新規 現存
     (薬       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111316-03597 フロンティア薬局　山〒565-0824 06-6877-4225株式会社フロンティア川本　和子 平27.10. 1調剤 薬局
     田西店 吹田市山田西１丁目２６番１５号常　勤:    2　代表取締役　重森　 組織変更 現存
     (薬       2)裕之 平27.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111416-03605 クローバー薬局 〒564-0063 06-4860-6708ジョブ・クローバー株山田　洋子 平27.12. 1調剤 薬局
     吹田市江坂町３丁目１７－１１ 常　勤:    1式会社　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)髙橋　郁夫 平27.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111516-03613 アイン薬局　吹田店 〒564-0023 06-4860-4561株式会社アインファー柴田　未貴 平27.11. 1調剤 薬局
     吹田市日の出町２７－１３ 常　勤:    4マシーズ　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       4)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111616-03621 アイン薬局　南千里店〒565-0862 06-6155-2553株式会社アインファー楫　ともみ 平27.11. 1調剤 薬局
     吹田市津雲台１丁目２－１１ 常　勤:    4マシーズ　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       4)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111716-03639 豊津ゆーあい薬局 〒564-0062 06-6192-8839株式会社ユーアイファ曽我　博幸 平28. 1. 1調剤 薬局
     吹田市垂水町１丁目７－１４ 常　勤:    4ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       4)　内海　直彦 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 111816-03647 スギ薬局　南千里駅前〒565-0855 06-6170-9801株式会社スギ薬局　代竹内　啓祐 平28. 1. 1調剤 薬局
     店 吹田市佐竹台１丁目４－１ 常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
     非常勤:   29
     (薬      29)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111916-03654 ココカラファイン薬局〒564-0082 06-6388-8833株式会社ココカラファ西田　大介 平28. 6. 1調剤 薬局
     　吹田グリーンプレイ吹田市片山町二丁目４－１１グリ常　勤:    1インヘルスケア　代表 新規 現存
     ス店 ーンプレイス　イーストゾーン (薬       1)取締役　塚本　厚志 平28. 6. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112016-03662 ツバサ薬局　吹田店 〒565-0824 06-6877-8558株式会社オフィスケン杉本　明 平28. 6. 1調剤 薬局
     吹田市山田西四丁目４番２６号　常　勤:    2　代表取締役　影山　 新規 現存
     ドエル高松１０１ (薬       2)健 平28. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112116-03670 津雲台薬局 〒565-0862 06-6872-5115ネオプラスファーマ株大森　由子 平28. 6. 1調剤 薬局
     吹田市津雲台一丁目１－２ 常　勤:    3式会社　代表取締役　 新規 現存
     (薬       3)大森　由子 平28. 6. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112216-03688 アップルプラス薬局 〒564-0028 06-6382-5505有限会社アップルプラ横見　佳枝 平28. 9. 1調剤 薬局
     吹田市昭和町１０－３　１階 常　勤:    2ス　代表取締役　吉井 新規 現存
     (薬       2)　信幸 平28. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112316-03696 たけのこ薬局 〒564-0027 06-6170-4311鎌足　雅之 鎌足　雅之 平28. 9. 1調剤 薬局
     吹田市朝日町２３番１４号　ｂｌ常　勤:    2 新規 現存
     ａｎｃビル１Ｆ (薬       2) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112416-03704 キリン堂薬局　豊津店〒564-0062 06-6192-7045株式会社キリン堂　代髙口　茂 平28. 9. 1調剤 薬局
     吹田市垂水町二丁目２番３１ 常　勤:    1表取締役　寺西　豊彦 新規 現存
     (薬       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 112516-03712 くすのき薬局 〒564-0028 06-6155-5080有限会社須磨伊兵衛商須磨　将士 平28.10. 1調剤 薬局
     吹田市昭和町１番１号 常　勤:    1店　代表取締役　須磨 新規 現存
     (薬       1)　一夫 平28.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112616-03720 はるな薬局 〒564-0062 06-6170-4688株式会社グラン・ラフ山口　和美 平28.11. 1調剤 薬局
     吹田市垂水町一丁目２－１８　岡常　勤:    2ィネ　代表取締役　出 新規 現存
     本ハイツ１階 (薬       2)口　浩明 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112716-03738 クローバー薬局 〒564-0024 06-4860-9608ジョブ・クローバー株平山　昌恵 平28.10. 3調剤 薬局
     吹田市高城町３番２１号 常　勤:    1式会社　代表取締役　 移転 現存
     (薬       1)高橋　郁夫 平28.10. 3
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112816-03746 アイ薬局　岸部店 〒564-0011 06-6318-1188森　哲也 森　哲也 平28.11. 1調剤 薬局
     吹田市岸部南一丁目２４番７号　常　勤:    1 新規 現存
     ＫＳビル１０１ (薬       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112916-03753 オリーブ調剤薬局　豊〒564-0062 06-4860-6402株式会社プチファーマ鈴木　純子 平28.11. 1調剤 薬局
     津店 吹田市垂水町二丁目３番２４号 常　勤:    1シスト　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       1)柳生　美江 平28.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113016-03761 千里たかの台薬局 〒565-0861 06-6836-5559株式会社たかの台薬局東　三芳子 平29. 4. 1調剤 薬局
     吹田市高野台一丁目４－４ 常　勤:    2　代表取締役　小木曽 新規 現存
     (薬       2)　雄子 平29. 4. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113116-03779 イオン薬局　吹田店 〒564-0027 06-6317-4098イオンリテールストア吉田　貴美 平29. 6. 1調剤 薬局
     吹田市朝日町２－１０１　イオン常　勤:    4株式会社　代表取締役 新規 現存
     吹田店１階 (薬       4)　西松　正人 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 113216-03787 センス薬局 〒564-0051 06-6385-3600株式会社アルカサル　藤澤　万純 平29. 8. 1調剤 薬局
     吹田市豊津町４－２３　水上ビル常　勤:    1代表取締役　八重　恵 新規 現存
     １階 (薬       1)介 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113316-03803 スギ薬局　豊津店 〒564-0062 06-6105-9938株式会社スギ薬局　代川口　裕美 平29. 9. 1調剤 薬局
     吹田市垂水町二丁目４番３７号Ｆ常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     ＬＡＴ３４豊津　豊津振興ビル１(薬       1) 平29. 9. 1
     階 非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113416-03811 アオキ薬局 〒564-0051 06-6385-3260木村　依子 木村　依子 平29. 9.25調剤 薬局
     吹田市豊津町１５－１７江坂第６常　勤:    1 継承 現存
     ライオンズマンション１階 (薬       1) 平29. 9.25
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113516-03829 あい薬局　昭和町店 〒564-0028 06-6317-0619有限会社ＷＩＮＧ　代渡邊　倬三 平30. 1. 1調剤 薬局
     吹田市昭和町７－１４ 常　勤:    2表取締役　渡邊　倬三 移転 現存
     (薬       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113616-03837 あんず薬局　千里山東〒565-0842 06-6337-8855株式会社サエラ　代表島　佐知子 平30. 1. 1調剤 薬局
     店 吹田市千里山東４丁目６－１０ウ常　勤:    4取締役　小池　由久 組織変更 現存
     エストフィールド７　２号室 (薬       4) 平30. 1. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113716-03845 クローバー薬局 〒564-0036 06-6383-6561ジョブ・クローバー株山本　詩子 平30. 1. 1調剤 薬局
     吹田市寿町１丁目４－１　フィデ常　勤:    1式会社　代表取締役　 移転 現存
     リオビル１階 (薬       1)高橋　郁夫 平30. 1. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113816-03852 らくだ薬局 〒565-0836 06-6170-7002株式会社ディライト　千葉　裕三子 平30. 3. 1調剤 薬局
     吹田市佐井寺４丁目１１－１６ラ常　勤:    1代表取締役　水野　泰 組織変更 現存
     フィーネ千里１階 (薬       1)宏 平30. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 113916-03860 コアラ薬局 〒565-0821 06-6318-6797株式会社ディライト　三原　千景 平30. 3. 1調剤 薬局
     吹田市山田東二丁目２５番５２号常　勤:    1代表取締役　水野　泰 組織変更 現存
     　ミヤタビル１階 (薬       1)宏 平30. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114016-03878 かるがも薬局　江坂店〒564-0063 06-6821-3076株式会社メディカルか 田　美由紀 平30. 4. 1調剤 薬局
     吹田市江坂町一丁目２１番３９号常　勤:    1るがも　代表取締役　 組織変更 現存
     土泰第一ビル (薬       1)森　正彦 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114116-03886 かるがも薬局　千里山〒565-0824 06-6170-3850株式会社メディカルか安達　階子 平30. 4. 1調剤 薬局
     田店 吹田市山田西３丁目７７－７ 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:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114217-00591 夕陽ヶ丘薬局 〒543-0074 06-6772-2189黒木　光祥 黒木　孝子 昭49.12. 1調剤 薬局
     大阪市天王寺区六万体町４番２３常　勤:    1 新規 現存
     号 (薬       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114317-00609 岡弥三薬局 〒543-0056 06-6771-0186合名会社岡弥三薬局　岡　温代 昭50. 1. 1調剤 薬局
     大阪市天王寺区堀越町１３番１５常　勤:    1代表社員　岡　雅仁 新規 現存
     号 (薬       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114417-00666 山田薬局 〒543-0043 06-6771-8343山田　和平 國分　和代 昭53. 7.28調剤 薬局
     大阪市天王寺区勝山二丁目８番１常　勤:    2 移転 現存
     号 (薬       2) 平29. 7.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114517-00740 龍雅堂薬局 〒543-0028 06(6764)6515有限会社龍雅堂　代表藤田　雅夫 昭56. 1. 1調剤 薬局
     大阪市天王寺区小橋町１２番１５常　勤:    1取締役　藤田　雅夫 新規 現存
     －１０６号 (薬       1) 平 5. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114617-00773 岩崎太子堂薬局 〒543-0051 06-6771-0064株式会社岩崎太子堂　吉田　宗弘 昭56. 3.11調剤 薬局
     大阪市天王寺区四天王寺一丁目１常　勤:    2代表取締役　吉田　宗 移転 現存
     １番７３号 (薬       2)弘 平29. 3.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 114717-00856 田中薬局 〒543-0002 06-6771-1579田中　諄一 田中　香子 昭60. 2. 1調剤 薬局
     大阪市天王寺区上汐３丁目４番１常　勤:    1 新規 現存
     ５番 (薬       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114817-00914 上六薬局 〒543-0031 06-6772-8018うえろく株式会社　代 野　有紀 昭61. 6.30調剤 薬局
     大阪市天王寺区石ケ辻町６番１３常　勤:    4表取締役　本西　泰子 移転 現存
     －１０４ (薬       4) 平28. 6.30
     非常勤:   20
     (薬      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114917-01078 桃谷薬局 〒543-0041 06-6771-6296武井　和子 武井　和子 平 6. 3.18調剤 薬局
     大阪市天王寺区真法院町６－１１常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平30. 3.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115017-01086 ダイマツ薬局 〒543-0043 06-6771-8630株式会社ダイマツ　代松田　安弘 平 6. 4. 1調剤 薬局
     大阪市天王寺区勝山３－１－１大常　勤:    2表取締役　松田　安弘 組織変更 現存
     松ビル１階 (薬       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115117-01094 イズミ薬局谷九店 〒543-0071 06-6772-4615株式会社イズミ　代表海老　美由紀 平 6. 9. 1調剤 薬局
     大阪市天王寺区生玉町２番３号小常　勤:    5取締役　大塚　吉史 新規 現存
     出ビル１階 (薬       5) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115217-01128 ことぶき漢方薬局 〒543-0041 06-6771-7500杉本　豊 杉本　治代 平 6. 9. 1調剤 薬局
     大阪市天王寺区真法院町７番２８常　勤:    1 新規 現存
     号 (薬       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115317-01169 中尾薬局 〒543-0042 06-6771-5073中尾　みどり 中尾　みどり 平 7.10. 1調剤 薬局
     大阪市天王寺区烏ケ辻一丁目１番常　勤:    1 新規 現存
     １０号 (薬       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115417-01177 カナリヤ薬局 〒543-0072 06-6770-2334有限会社カナリヤ薬局守島　繁昭 平 8. 1. 1調剤 薬局
     大阪市天王寺区生玉前町３番２５常　勤:    1　取締役　正木　秀典 新規 現存
     号 (薬       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 115517-01227 カイセイ薬局 〒543-0042 06-6770-7250株式会社　育星会　代玉城　翔太 平11. 3. 1調剤 薬局
     大阪市天王寺区烏ケ辻一丁目３番常　勤:    3表取締役　飯田　彰 新規 現存
     ２４号 (薬       3) 平29. 3. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115617-01284 オリーブ薬局 〒543-0033 06-6770-6601株式会社オリーブ　代金　聖子 平11. 8. 1調剤 薬局
     大阪市天王寺区堂ヶ芝二丁目１２常　勤:    2表取締役　佐々木　浩 新規 現存
     番１号 (薬       2)一 平29. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115717-01359 テイコクファミリー薬〒543-0021 06-6766-2650株式会社　テイコク製永田　博 平12. 9. 1調剤 薬局
     局 大阪市天王寺区東高津町１１番７常　勤:    1薬社　代表取締役　畠 新規 現存
     号上本町Ｉ・Ｂ・Ｐタワー１階 (薬       1)山　兼一郎 平24. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115817-01441 阪神調剤薬局　桃谷店〒543-0042 06-6774-8625株式会社阪神調剤薬局山本　美和子 平15. 4. 1調剤 薬局
     大阪市天王寺区烏ケ辻一丁目１番常　勤:    5　代表取締役　岩崎　 新規 現存
     １４号 (薬       5)壽毅 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115917-01458 たんぽぽ薬局　上本町〒543-0027 06-6771-2091たんぽぽ薬局株式会社田中　侑希 平15. 4. 1調剤 薬局
     店 大阪市天王寺区筆ケ崎町２番６０常　勤:    4　代表取締役　松野　 新規 現存
     号 (薬       4)英子 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116017-01466 フラワー薬局　桃谷店〒543-0042 06-6774-4193株式会社メディカル一小野　千穂恵 平15. 6. 1調剤 薬局
     大阪市天王寺区烏ケ辻二丁目２番常　勤:    2光　代表取締役　野間 新規 現存
     ３号 (薬       2)　誠司 平27. 6. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116117-01573 あい薬局 〒543-0027 06-4305-5877株式会社ファーマシィ岡野　容子 平16. 1. 1調剤 薬局
     大阪市天王寺区筆ケ崎町２番６１常　勤:    5　代表取締役　武田　 新規 現存
     号 (薬       5)宏 平28. 1. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 116217-01581 四天王寺あすか薬局 〒543-0051 06-6771-2023有限会社信愛　代表取大塚　良一 平16. 3. 1調剤 薬局
     大阪市天王寺区四天王寺一丁目５常　勤:    1締役　髙岡　一樹 新規 現存
     番４５号サワービル１階 (薬       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116317-01631 エール薬局 〒543-0045 06-6776-6633有限会社津田薬局　代津田　宜志 平16. 9. 1調剤 薬局
     大阪市天王寺区寺田町二丁目４番常　勤:    3表取締役　津田　宜志 新規 現存
     ７号 (薬       3) 平28. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116417-01680 丸昌薬局 〒543-0023 06-6763-0891丸昌薬局有限会社　代堀越　由美子 平17. 1. 1調剤 薬局
     大阪市天王寺区味原町１３番１１常　勤:    4表取締役　堀越　由美 移転 現存
     －２ (薬       4)子 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116517-01714 天王寺大日薬局 〒543-0052 06-6774-8000株式会社エム・サーバ江戸　智子 平17. 6. 1調剤 薬局
     大阪市天王寺区大道一丁目５番３常　勤:    2ー　代表取締役　淡路 移転 現存
     号 (薬       2)　英広 平29. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116617-01730 カワカミ薬局 〒543-0052 06-6776-9070川上　直彦 三木　敦代 平17. 9. 1調剤 薬局
     大阪市天王寺区大道三丁目１番２常　勤:    3 移転 現存
     ３号　ＥＭＡ１階 (薬       3) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116717-01797 サエラ薬局　上本町店〒543-0027 06-6774-0822株式会社サエラ　代表畑中　牧甫 平19. 3. 1調剤 薬局
     大阪市天王寺区筆ケ崎町５番５２常　勤:    7取締役　小池　由久 新規 現存
     号ウェルライフ上本町２０７号 (薬       7) 平25. 3. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116817-01821 すみれ薬局 〒543-0052 06-6776-4750株式会社ファーマテッ栗谷　可子 平19.12. 1調剤 薬局
     大阪市天王寺区大道三丁目５番１常　勤:    5ク　代表取締役　井野 組織変更 現存
     ０号ブルージュ天王寺１０２号 (薬       5)　早苗 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116917-01839 さくら薬局　鶴橋店 〒543-0025 06-6770-0040株式会社カンソウ　代 澤　里真 平20. 3. 1調剤 薬局
     大阪市天王寺区下味原町１－１６常　勤:    1表取締役　鍋島　弘美 新規 現存
     (薬       1) 平26. 3. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
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 117017-01847 アピス薬局　天王寺店〒543-0056 06-6773-6361株式会社アピスファー渡部　千春 平20. 6. 1調剤 薬局
     大阪市天王寺区堀越町８番１５号常　勤:    7マシー　代表取締役　 移転 現存
     フィレンツェ四天王寺１階 (薬       7)川越　敏章 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117117-01854 あけぼの薬局　桃谷店〒543-0042 06-6771-2688株式会社あけぼの関西西田　成美 平20.10. 1調剤 薬局
     大阪市天王寺区烏ケ辻一丁目１番常　勤:    1　代表取締役　森　あ 組織変更 現存
     ２５号 (薬       1)かね 平26.10. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117217-01862 四君子薬局 〒543-0001 06-6773-6380株式会社ＨＡＧ　代表天野　由布子 平21. 7. 1調剤 薬局
     大阪市天王寺区上本町六丁目９番常　勤:    2取締役　安達　泰明 新規 現存
     ２１号１Ｆ (薬       2) 平21. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117317-01870 幸生堂薬局 〒543-0052 06-6775-0301株式会社ヘルシーワー山田　英子 平21. 7. 1調剤 薬局
     大阪市天王寺区大道四丁目１０番常　勤:    4ク　代表取締役　福本 新規 現存
     １５号ＮＫＭ－１ビル１階 (薬       4)　康幸 平27. 7. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117417-01896 阪神調剤薬局　鶴橋店〒543-0027 06-6776-7857株式会社阪神調剤薬局松本　彩香 平21. 9. 1調剤 薬局
     大阪市天王寺区筆ケ崎町４番１２常　勤:    1　代表取締役　岩崎　 新規 現存
     号 (薬       1)壽毅 平27. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117517-01912 リープ薬局　上六店 〒543-0001 06-6764-1610株式会社リープ　代表中尾　昭一 平21.10. 1調剤 薬局
     大阪市天王寺区上本町六丁目２番常　勤:    1取締役　小林　久子 新規 現存
     ２６号大和上六ビル１階１０１－(薬       1) 平27.10. 1
     ２号 非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117617-01920 おか薬局 〒543-0055 06-6773-3777株式会社おか　代表取岡　康信 平21.10. 1調剤 薬局
     大阪市天王寺区悲田院町１０番４常　勤:    4締役　岡　雅仁 移転 現存
     ８号天王寺ステーションビル内３(薬       4) 平27.10. 1
     階 非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 117717-01938 サポート薬局 〒543-0014 06-6767-7676古川　亜矢子 清田　ひとみ 平22. 1. 1調剤 薬局
     大阪市天王寺区玉造元町３番９号常　勤:    5 新規 現存
     １Ｆ－Ａ (薬       5) 平28. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117817-01946 清水谷薬局 〒543-0011 06-6766-6001山本　淑子 山本　淑子 平22. 1. 1調剤 薬局
     大阪市天王寺区清水谷町９番９号常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117917-01953 四天王寺パール薬局 〒543-0074 06-6771-3326株式会社愛知メディッ藤本　真由子 平22. 1. 1調剤 薬局
     大阪市天王寺区六万体町５番１９常　勤:    1クス　代表取締役　植 新規 現存
     号メープル夕陽丘１Ｆ (薬       1)田　吉洋 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118017-01961 関西調剤薬局 〒543-0031 06-6770-2066株式会社プチファーマ稲葉　陽子 平22. 1. 1調剤 薬局
     大阪市天王寺区石ケ辻町１番５号常　勤:    2シスト　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       2)柳生　美江 平28. 1. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118117-01987 セガミ薬局　上本町店〒543-0027 06-6770-1955株式会社ココカラファ船越　香奈 平22. 9. 1調剤 薬局
     大阪市天王寺区筆ケ崎町６番３３常　勤:    1イン　ヘルスケア　代 新規 現存
     号 (薬       1)表取締役　塚本　厚志 平28. 9. 1
     非常勤:   31
     (薬      31)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118217-01995 トーユー薬局 〒543-0023 06-6765-2239有限会社佐倉メディカ寺田　弘之 平22.11. 1調剤 薬局
     大阪市天王寺区味原町１３番８号常　勤:    1ル　取締役社長　佐倉 新規 現存
     サンエイ下味原第１ビル５０１ (薬       1)　逸夫 平28.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118317-02001 日本調剤　上本町アイ〒543-0027 06-4305-5055日本調剤株式会社　代辻本　安廣 平22.10. 1調剤 薬局
     ケイ薬局 大阪市天王寺区筆ケ崎町２番６１常　勤:    4表取締役　三津原　博 組織変更 現存
     号 (薬       4) 平28.10. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 118417-02035 ミルク調剤薬局 〒543-0021 06-6766-3322株式会社アイメディク藏所　眞理 平24. 2. 1調剤 薬局
     大阪市天王寺区東高津町９番１５常　勤:    2ス　代表取締役　豊田 新規 現存
     号ナカモリ第２ビル１階 (薬       2)　悦子 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118517-02043 たつみ薬局　南店 〒543-0001 06-4303-4181有限会社　ユーエス物内藤　美知子 平24. 8. 1調剤 薬局
     大阪市天王寺区上本町６丁目６番常　勤:    1産　代表取締役　藤井 新規 現存
     ２３号上本町サウスビル１階 (薬       1)　義博 平24. 8. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118617-02050 上六薬局　上本町店 〒543-0031 06-4303-5470うえろく株式会社　代金　抄和 平25. 1. 1調剤 薬局
     大阪市天王寺区石ケ辻町１５番１常　勤:    2表取締役　本西　泰子 新規 現存
     ５号上六メディカルビル１階 (薬       2) 平25. 1. 1
     非常勤:   18
     (薬      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118717-02068 上本町中央薬局 〒543-0001 06-6773-2246ベガファーマ株式会社西野　暢幸 平25. 4. 1調剤 薬局
     大阪市天王寺区上本町６丁目３番常　勤:    4　代表取締役　久野　 組織変更 現存
     ３１号うえほんまちハイハイタウ(薬       4)泰弘 平25. 4. 1
     ン２２９ 非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118817-02084 かしのき薬局　上本町〒543-0001 06-4305-7725株式会社　スリーゼ　平井　英樹 平25. 9. 1調剤 薬局
     店 大阪市天王寺区上本町８丁目２番常　勤:    1代表取締役　平井　英 新規 現存
     １号クライス上本町１Ｆ (薬       1)樹 平25. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118917-02159 桃谷大日薬局 〒543-0042 06-6776-7510株式会社エム・サーバ角田　哲也 平26. 4. 1調剤 薬局
     大阪市天王寺区烏ケ辻２丁目２番常　勤:    1ー　代表取締役　淡路 組織変更 現存
     ６号エスポワール天王寺１階 (薬       1)　英広 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119017-02175 あだち薬局 〒543-0072 06-6770-5771ファーマファーム株式安達　崇 平26.10. 1調剤 薬局
     大阪市天王寺区生玉前町２番９号常　勤:    1会社　代表取締役　安 新規 現存
     １階 (薬       1)達　崇 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 119117-02183 かるがも薬局　上本町〒543-0021 06-6777-1930株式会社メディカルか岡田　恵実 平26.12. 1調剤 薬局
     店 大阪市天王寺区東高津町８番２４常　勤:    1るがも　代表取締役　 新規 現存
     号１Ｆ (薬       1)森　正彦 平26.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119217-02209 ミルキー薬局 〒543-0018 06-6191-0369株式会社ケイ・エム・門脇　和希 平27. 6. 1調剤 薬局
     大阪市天王寺区空清町５番１８号常　勤:    1シー　代表取締役　松 新規 現存
     ＭＲＴビル１Ｆ (薬       1)山　喜範 平27. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119317-02233 アップルプラス薬局 〒543-0043 06-6776-8303有限会社ハーベスト　和田　亜矢子 平27. 9. 1調剤 薬局
     大阪市天王寺区勝山１丁目６番６常　勤:    1代表取締役　吉井　信 新規 現存
     号高津マンション１Ｆ (薬       1)幸 平27. 9. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119417-02241 エイム薬局 〒543-0054 06-4303-4882株式会社ネクストファ奥野　剛大 平27.11. 1調剤 薬局
     大阪市天王寺区南河堀町９番４３常　勤:    1ーマ　代表取締役　奥 組織変更 現存
     号天王寺北口ビル１階 (薬       1)野　剛大 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119517-02258 エイム薬局　つるはし〒543-0023 06-4303-4114株式会社エイムメディ尾垣　美智子 平27.11. 1調剤 薬局
     店 大阪市天王寺区味原町１３番９号常　勤:    3カル　代表取締役　三 組織変更 現存
     サンエイ下味原第２ビル１階 (薬       3)島　顕 平27.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119617-02274 ほのぼの薬局 〒543-0002 06-6776-7731 口　正輝 口　正輝 平28.11. 1調剤 薬局
     大阪市天王寺区上汐四丁目１番２常　勤:    1 新規 現存
     ９号北岡ビル１階 (薬       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119717-02282 駅クオール薬局ＪＲ桃〒543-0033 06-6776-5089クオール株式会社　代皐　勝彦 平28.11. 1調剤 薬局
     谷店 大阪市天王寺区堂ケ芝一丁目８番常　勤:    1表取締役　中村　敬 新規 現存
     ２７号ＪＲ桃谷駅構内 (薬       1) 平28.11. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119817-02290 三寳薬局 〒543-0014 06-6762-0011髙菱　永二郎 髙菱　美帆 平29. 1. 1調剤 薬局
     大阪市天王寺区玉造元町３番９号常　勤:    3 新規 現存
     　１階 (薬       3) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 119917-02308 プライム薬局 〒543-0014 06-6767-5670有限会社プライム　代濱田　淳子 平29. 5. 1調剤 薬局
     大阪市天王寺区玉造元町２番１９常　勤:    1表取締役　小川　正起 移転 現存
     号 (薬       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120017-02316 スギ薬局　天王寺細工〒543-0027 06-6105-2680株式会社スギ薬局　代 本　裕太 平29. 9. 1調剤 薬局
     谷店 大阪市天王寺区筆ケ崎町２番２２常　勤:    2表取締役　 原　栄一 新規 現存
     号ＶＩＴＡ　ＭＯＭＯＹＡＭＡ　(薬       2) 平29. 9. 1
     １階 非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120117-02324 あさひ薬局 〒543-0041 06-4305-5980小鍛冶　靖子 小鍛冶　靖子 平29. 7.25調剤 薬局
     大阪市天王寺区真法院町１番１号常　勤:    1 継承 現存
     真法院町１番ビル１階 (薬       1) 平29. 7.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120217-02332 アップルプラス薬局 〒543-0014 06-6765-2115有限会社アップルプラ清水　裕加子 平29.10. 1調剤 薬局
     大阪市天王寺区玉造元町２番２号常　勤:    1ス　代表取締役　吉井 新規 現存
     田中ビル１階 (薬       1)　信幸 平29.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120317-02340 サエラ薬局　真法院店〒543-0041 06-4305-6620株式会社サエラファー西川　翔子 平30. 1. 1調剤 薬局
     大阪市天王寺区真法院町７番３１常　勤:    3マシーズ　代表取締役 組織変更 現存
     号 (薬       3)　小池　由久 平30. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120417-02357 プラザ薬局　寺田町店〒543-0044 06-6771-3600株式会社プラザ薬局　西堀　敦 平30. 6. 1調剤 薬局
     大阪市天王寺区国分町１９－４寺常　勤:    1代表取締役　小田　典 新規 現存
     田町クリニックビル１階 (薬       1)央 平30. 6. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120518-00227 大江薬局 〒550-0027 06-6582-4916株式会社大江商会　代大江　美栄子 昭32.10. 1調剤 薬局
     大阪市西区九条二丁目７番１８号常　勤:    1表取締役　大江　雅彦 新規 現存
     (薬       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120618-00672 コウセイ堂薬局 〒550-0002 06-6443-4016高廣商事株式会社　代須原　喜美子 昭52.11. 1調剤 薬局
     大阪市西区江戸堀一丁目２２番３常　勤:    1表取締役　前島　啓甫 新規 現存
     ８号三洋ビル１階 (薬       1) 平10.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 120718-00789 大江漢方薬局 〒550-0022 06-6581-5027株式会社大江商会　代大江　雅彦 昭56. 8. 1調剤 薬局
     大阪市西区本田三丁目６番９号 常　勤:    1表取締役　大江　雅彦 新規 現存
     (薬       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120818-00888 椿井弘明堂薬局 〒550-0015 06(6531)2524椿井　敏子 内藤　美智子 昭59. 7. 1調剤 薬局
     大阪市西区南堀江２丁目１３番１常　勤:    1 新規 現存
     ８号椿井ビル１Ｆ (薬       1) 平 5. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120918-01001 白菊調剤薬局 〒550-0015 06-6534-7981株式会社リオール　代藤原　伸司 平元.10. 1調剤 薬局
     大阪市西区南堀江一丁目１８番２常　勤:    6表取締役　淡路　英広 新規 現存
     ０号 (薬       6) 平28.10. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121018-01084 堀江薬局 〒550-0014 06(6531)7197塚原　正一 神村　玲子 平 6. 2. 1調剤 薬局
     大阪市西区北堀江１丁目１１番１常　勤:    1 新規 現存
     号　塚原ビル１階 (薬       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121118-01126 松浦薬局 〒550-0027 06-6582-0670有限会社　松浦薬局　松浦　広 平 8.11.20調剤 薬局
     大阪市西区九条三丁目２０番１６常　勤:    2代表取締役　松浦　広 移転 現存
     号 (薬       2) 平29.11.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121218-01134 カイセイ薬局 〒550-0024 06-6582-6111株式会社育星会　代表下間　美代 平 9. 5. 1調剤 薬局
     大阪市西区境川一丁目１番４５号常　勤:    4取締役　飯田　彰 新規 現存
     (薬       4) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121318-01175 コトブキ薬局 〒550-0024 06-6583-7676株式会社阪神調剤薬局増田　恵梨 平10. 4. 1調剤 薬局
     大阪市西区境川一丁目１番３６号常　勤:    5　代表取締役　岩崎　 新規 現存
     (薬       5)壽毅 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121418-01316 クローバー薬局 〒550-0005 06-4391-3830ジョブ・クローバー株宇野　友香 平11. 5. 1調剤 薬局
     大阪市西区西本町一丁目７番１号常　勤:    1式会社　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)高橋　郁夫 平29. 5. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 121518-01373 あけぼの薬局 〒550-0015 06-6536-1200株式会社北村神鳴堂薬北村　孝久 平14. 7. 1調剤 薬局
     大阪市西区南堀江四丁目１５番１常　勤:    3局　代表取締役　北村 新規 現存
     ６号 (薬       3)　孝久 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121618-01407 パル薬局 〒550-0002 06-6447-7661有限会社パル薬局　代福井　妙子 平14. 9. 6調剤 薬局
     大阪市西区江戸堀一丁目２４番２常　勤:    1表取締役　福井　妙子 移転 現存
     号シーダーズマンション１０２号(薬       1) 平26. 9. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121718-01415 オレンジ薬局 〒550-0027 06-6581-3991株式会社プチファーマ森　晃彦 平16. 1. 1調剤 薬局
     大阪市西区九条一丁目２８番１４常　勤:    1シスト　代表取締役　 新規 現存
     号セントラルハイツ１階 (薬       1)柳生　美江 平28. 1. 1
     非常勤:   26
     (薬      26)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121818-01423 こころ薬局 〒550-0022 06-6581-7321ＳＷＨメディカル株式奥井　康代 平16. 2. 1調剤 薬局
     大阪市西区本田二丁目３番１号森常　勤:    4会社　代表取締役　渡 新規 現存
     井ビル１階 (薬       4)邉　えり子 平28. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121918-01456 アスカ薬局 〒550-0027 06-4393-9033有限会社アネシス　代奥村　一隆 平16. 4. 1調剤 薬局
     大阪市西区九条一丁目１２番１４常　勤:    4表取締役　奥村　一隆 組織変更 現存
     号 (薬       4) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122018-01480 ゆうあい薬局 〒550-0027 06-6582-6676有限会社ビーライン　清水　春佳 平16.11. 1調剤 薬局
     大阪市西区九条一丁目１４番３号常　勤:    1代表取締役　清水　章 新規 現存
     新道ハイツ１階１０１号 (薬       1) 平28.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122118-01498 江戸堀薬局 〒550-0002 06-6444-6300有限会社　エムメディ栗山　枝理子 平17. 5. 1調剤 薬局
     大阪市西区江戸堀一丁目８番２２常　勤:    1カル　取締役　宮元　 新規 現存
     号フォーラムスクエアビル１階 (薬       1)章 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122218-01514 やまと薬局 〒550-0027 06-6581-2883有限会社　やまとメデ山田　美智子 平18. 6. 1調剤 薬局
     大阪市西区九条一丁目２０番２４常　勤:    1ィカル　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)山本　恭三 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   161 頁

 122318-01530 ときわ薬局 〒550-0012 06-6110-2017株式会社ファーマシー多良　文善 平18.12. 1調剤 薬局
     大阪市西区立売堀一丁目７番８号常　勤:    5ときわ　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       5)加藤　欽也 平24.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122418-01548 キララ薬局 〒550-0027 06-6586-5509有限会社イキミファー山本　かおり 平19. 2. 1調剤 薬局
     大阪市西区九条二丁目２３番１２常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     号 (薬       1)五十君　壮平 平25. 2. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122518-01555 精進堂薬局 〒550-0001 06-6448-2587早鉦　秀志 早鉦　秀志 平19. 2. 1調剤 薬局
     大阪市西区土佐堀一丁目１番７号常　勤:    1 継承 現存
     精進堂ビル１階 (薬       1) 平25. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122618-01571 常盤漢方薬局 〒550-0012 06-6541-4400常盤漢方株式会社　代中山　靖久 平19.10. 1調剤 薬局
     大阪市西区立売堀三丁目２番１号常　勤:    1表取締役　清水　恵子 新規 現存
     (薬       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122718-01597 新町薬局 〒550-0013 06-6539-4431株式会社新町　代表取谷岡　智子 平19.12. 1調剤 薬局
     大阪市西区新町一丁目２５番１４常　勤:    6締役　木戸　壮幸 組織変更 現存
     号 (薬       6) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122818-01605 フタツカ薬局　阿波座〒550-0005 06-6534-3301株式会社大新堂　代表平井　由梨子 平20. 7. 1調剤 薬局
     大阪市西区西本町三丁目１番１号常　勤:    6取締役　二塚　安子 新規 現存
     岡崎橋セントラルビル１階 (薬       6) 平26. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122918-01613 スギ薬局　九条店 〒550-0027 06-6586-5145株式会社スギ薬局　代中島　晴子 平20. 9. 1調剤 薬局
     大阪市西区九条二丁目７番１５号常　勤:    2表取締役　 原　栄一 組織変更 現存
     (薬       2) 平26. 9. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123018-01621 あみだ池漢方薬局 〒550-0014 06-6531-6677常松　明生 常松　明生 平20.11. 1調剤 薬局
     大阪市西区北堀江二丁目１５番１常　勤:    1 新規 現存
     ０号クラフトビル１階 (薬       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 123118-01647 エムスタ薬局 〒550-0002 06-4803-7824有限会社ＤＭＤ　代表上松　まゆみ 平21. 4. 1調剤 薬局
     大阪市西区江戸堀一丁目１１番１常　勤:    1取締役　花田　昌弘 新規 現存
     ２号 (薬       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123218-01670 クローバー薬局 〒550-0005 06-6532-9608ジョブ・クローバー株作野　仁美 平22. 3. 1調剤 薬局
     大阪市西区西本町一丁目６番９号常　勤:    1式会社　代表取締役　 新規 現存
     川田ビル１Ｆ (薬       1)高橋　郁夫 平28. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123318-01696 サニー薬局　四ツ橋 〒550-0013 06-6537-2381千代　晃義 千代　晃義 平22. 7.31調剤 薬局
     大阪市西区新町一丁目２５番１５常　勤:    1 継承 現存
     号 (薬       1) 平28. 7.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123418-01712 コトブキ薬局　ドーム〒550-0024 06-6585-2731株式会社阪神調剤薬局岡田　章寿 平23. 3. 1調剤 薬局
     前店 大阪市西区境川一丁目１番地１５常　勤:    1　代表取締役　岩崎　 新規 現存
     号１階 (薬       1)壽毅 平29. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123518-01720 オレンジ薬局　ドーム〒550-0025 06-6556-7622株式会社プチファーマ生悦住　有香 平23. 7. 1調剤 薬局
     店 大阪市西区九条南１－１２－２０常　勤:    1シスト　代表取締役　 新規 現存
     フォレオ大阪ドームシティ１階 (薬       1)柳生　美江 平29. 7. 1
     非常勤:   27
     (薬      27)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123618-01738 サニー薬局　本田 〒550-0022 06-6599-9800千代　晃義 平23.10. 1調剤 薬局
     大阪市西区本田２丁目１番１７号常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123718-01761 そうごう薬局　九条店〒550-0027 06-6585-2461総合メディカル株式会濱田　雅宏 平25. 3. 1調剤 薬局
     大阪市西区九条１丁目１４番２５常　勤:    3社　代表取締役　坂本 新規 現存
     番１Ｆ (薬       3)　賢治 平25. 3. 1
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123818-01779 イオン薬局　大阪ドー〒550-0023 06-6584-1522イオンリテール株式会 　陽奈 平25. 5.20調剤 薬局
     ムシティ店 大阪市西区千代崎３丁目１３番１常　勤:    6社　代表取締役　岡崎 新規 現存
     号イオン大阪ドームシティ店２階(薬       6)　双一 平25. 5.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   163 頁

 123918-01787 ソーク薬局 〒550-0015 06-6537-7161株式会社由川メディカ村井　扶 平25.12. 1調剤 薬局
     大阪市西区南堀江１丁目２１番１常　勤:    4ルサービス　代表取締 新規 現存
     ４号Ｍ．ｈｉｌｌｓ南堀江ｓｏｕ(薬       4)役　由川　時子 平25.12. 1
     ｔｈ１Ｆ 非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124018-01795 白菊調剤薬局　正面玄〒550-0015 06-6534-4040株式会社リオール　代松村　欣未 平26. 3. 1調剤 薬局
     関前店 大阪市西区南堀江１丁目２７番９常　勤:    3表取締役　淡路　英広 新規 現存
     号紀和ビル１階 (薬       3) 平26. 3. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124118-01803 オレンジ薬局　キララ〒550-0027 06-6585-7102株式会社プチファーマ中村　浩明 平26. 4. 1調剤 薬局
     店 大阪市西区九条３丁目２５番９号常　勤:    1シスト　代表取締役　 新規 現存
     西部事務用品ビル１Ｆ (薬       1)柳生　美江 平26. 4. 1
     非常勤:   22
     (薬      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124218-01811 イースト薬局 〒550-0004 06-6479-0181株式会社メディシステ入居　あゆみ 平26. 5. 1調剤 薬局
     大阪市西区靱本町１丁目７番９号常　勤:    1ム　代表取締役　藤田 新規 現存
     靭イーストビル１階　Ｂ区画 (薬       1)　郁司 平26. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124318-01837 スギ薬局　四ツ橋店 〒550-0013 06-4394-7825株式会社スギ薬局　代喜田　香絵 平27. 2. 1調剤 薬局
     大阪市西区新町一丁目４番２４号常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     大阪四ツ橋新町ビル１階 (薬       1) 平27. 2. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124418-01852 中谷安心堂漢方薬局 〒550-0027 06-6582-0664中谷　吉孝 中谷　吉孝 平27. 5. 1調剤 薬局
     大阪市西区九条２丁目１５番１５常　勤:    1 新規 現存
     号 (薬       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124518-01878 さくら薬局　大阪南堀〒550-0015 06-6533-3377クラフト株式会社　代村瀬　智成 平27. 9. 1調剤 薬局
     江店 大阪市西区南堀江４丁目４番２０常　勤:    3表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     号アーデンタワー南堀江１０２号(薬       3) 平27. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124618-01894 阪神調剤薬局　大阪西〒550-0022 06-6585-2860株式会社阪神調剤薬局壽谷　一蔵 平27.11. 1調剤 薬局
     店 大阪市西区本田２丁目１番８号１常　勤:    2　代表取締役　岩崎　 移転 現存
     階 (薬       2)壽毅 平27.11. 1
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 124718-01928 アカカベ薬局　肥後橋〒550-0002 06-6444-4193株式会社アカカベ　代平野　徹 平28. 2. 1調剤 薬局
     店 大阪市西区江戸堀１丁目１２番８常　勤:    1表取締役　皆川　友夫 新規 現存
     号明治安田生命肥後橋ビル１Ｆ (薬       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124818-01944 オレンジ薬局　西長堀〒550-0013 06-4394-8775株式会社プチファーマ寺嶋　徹 平28. 8. 1調剤 薬局
     店 大阪市西区新町四丁目５番７号　常　勤:    1シスト　代表取締役　 新規 現存
     細野ビル１階 (薬       1)柳生　美江 平28. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124918-01969 薬局ラボＰｈａｒｍａ〒550-0014 06-6585-9452協栄薬品株式会社　代永井　潤子 平28. 9. 1調剤 薬局
     ｃｙ 大阪市西区北堀江一丁目４番５号常　勤:    1表取締役　割石　佳秀 新規 現存
     (薬       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125018-01977 アップルプラス薬局 〒550-0023 06-4394-7142株式会社アップルプラ井上　知子 平29. 3. 1調剤 薬局
     大阪市西区千代崎二丁目２４番１常　勤:    1ス　代表取締役　吉井 新規 現存
     ６号　１Ｆ (薬       1)　信幸 平29. 3. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125118-01985 オリーブ調剤薬局 〒550-0014 06-6599-8380株式会社アイメディク青木　由美 平29. 4. 1調剤 薬局
     大阪市西区北堀江２丁目１５番８常　勤:    2ス　代表取締役　豊田 組織変更 現存
     号繁ビル１階東側店舗 (薬       2)　悦子 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125218-01993 オレンジ薬局　オリッ〒550-0005 06-6616-9620株式会社オレンジファ河邊　曜子 平29. 5. 1調剤 薬局
     クス本町ビル店 大阪市西区西本町１丁目４番１号常　勤:    1ーマシー　代表取締役 新規 現存
     オリックス本町ビル１０１ (薬       1)　柳生　美江 平29. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125318-02009 そらいろ薬局 〒550-0015 06-6543-6123株式会社アイテラス　大河内　悠 平29.10. 1調剤 薬局
     大阪市西区南堀江４丁目１１番８常　勤:    3代表取締役　與名　宏 新規 現存
     号ジオタワー南堀江１０２号 (薬       3)典 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125418-02017 かるがも薬局　新町店〒550-0013 06-6543-3111株式会社メディカルか増田　和美 平29.10. 1調剤 薬局
     大阪市西区新町１丁目３３番１号常　勤:    1るがも　代表取締役　 新規 現存
     Ｏｎｅ　Ｓｈｉｎｍａｃｈｉ　１(薬       1)森　正彦 平29.10. 1
     Ｆ 非常勤:    2
     (薬       2)
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 125518-02025 ファースト・コンタク〒550-0004 06-6486-9088株式会社ジョヴィ　代秋本　常久 平29.11. 1調剤 薬局
     ト・ファーマシー　靱大阪市西区靱本町１丁目９番１５常　勤:    1表取締役　髙﨑　信太 新規 現存
     本町薬局 号近畿富山会館ビルディング１階(薬       1)郎 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125618-02033 ほんまち薬局 〒550-0012 06-6110-7571株式会社筑後　代表取田原　礼 平29.11. 1調剤 薬局
     大阪市西区立売堀１－４－２２セ常　勤:    2締役　大神　淳郎 新規 現存
     レニテ本町グランデ１階１０２ (薬       2) 平29.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125718-02041 サエラ薬局　境川店 〒550-0024 06-6585-2130株式会社サエラ　代表矢羽田　和哉 平30. 1. 1調剤 薬局
     大阪市西区境川１丁目１番３１号常　勤:    9取締役　小池　由久 組織変更 現存
     １０１ (薬       9) 平30. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125818-02058 かるがも薬局　花咲新〒550-0013 06-6556-9800株式会社メディカルか羽田　真弓 平30. 2. 1調剤 薬局
     町店 大阪市西区新町２丁目１５番２２常　勤:    1るがも　代表取締役　 新規 現存
     号花咲新町１Ｆ (薬       1)森　正彦 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125918-02066 日本調剤　阿波座薬局〒550-0006 06-4300-7033日本調剤株式会社　代秋山　望 平30. 3.26調剤 薬局
     大阪市西区江之子島２丁目１番３常　勤:    3表取締役　三津原　博 新規 現存
     ７号阿波座ライズタワーズフラッ(薬       3) 平30. 3.26
     グ４６　２０１ 非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126018-02074 かるがも薬局　九条店〒550-0027 06-6556-7762株式会社メディカルか岩津　惠美子 平30. 4. 1調剤 薬局
     大阪市西区九条１丁目１３番１０常　勤:    1るがも　代表取締役　 組織変更 現存
     号 (薬       1)森　正彦 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126118-02082 ファン薬局　日生病院〒550-0006 06-6225-8391株式会社ファンメディ脇田　直樹 平30. 5. 1調剤 薬局
     前 大阪市西区江之子島２丁目２－２常　勤:    1カル　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)田　稔夫 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126218-02090 カイセイ薬局 〒550-0006 06-6445-3331株式会社育星会　代表渡辺　雅人 平30. 5. 1調剤 薬局
     大阪市西区江之子島１丁目８番２常　勤:    9取締役　飯田　彰 移転 現存
     １号クローバーハイツ江戸堀１０(薬       9) 平30. 5. 1
     ９号室
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 126319-00191 中川薬局 〒574-0027 072-872-1634中川　晴夫 中川　幾枝 昭49.11. 1調剤 薬局
     大東市三住町５番２１号 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126419-00415 太陽薬局 〒574-0026 072-875-0287太陽薬局株式会社　代住谷　正祥 昭57. 2. 1調剤 薬局
     大東市住道２－２－１１１ 常　勤:    1表取締役　鎌田　陽一 新規 現存
     (薬       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126519-00530 ハロードラッグすみの〒574-0042 072-872-5097大谷　栄 大谷　栄 平 5.10. 1調剤 薬局
     どう薬局 大東市大野二丁目１番１６号アウ常　勤:    1 新規 現存
     ローラビル１階 (薬       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126619-00548 聖和薬局 〒574-0016 072-878-9593皆川　和子 皆川　和子 平 6. 8. 1調剤 薬局
     大東市南津の辺町５６－１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126719-00670 ちーぷ薬局 〒574-0046 072-806-1320有限会社チープ薬局　岸本　明之 平13. 3. 1調剤 薬局
     大東市赤井一丁目１番１２号樋口常　勤:    3代表取締役　玉井　有 新規 現存
     ビル１階 (薬       3)子 平25. 3. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126819-00787 くるみ薬局 〒574-0007 072-863-7766ベガファーマ株式会社内山　正 平16. 7. 1調剤 薬局
     大東市北楠の里町２４番１９号Ｍ常　勤:    6　代表取締役　久野　 組織変更 現存
     ＫＫビル１階 (薬       6)泰弘 平28. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126919-00795 サンライト住道薬局 〒574-0027 072-806-3003株式会社アクセスライ井口　大輔 平16. 9. 1調剤 薬局
     大東市三住町７番３号 常　勤:    3フ　代表取締役　住川 新規 現存
     (薬       3)　奈美 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127019-00860 イケイチ薬局 〒574-0046 072-873-2518イケイチ薬局株式会社辻　薫 平19. 1. 1調剤 薬局
     大東市赤井一丁目３番２４号シャ常　勤:    1　代表取締役　辻　啓 組織変更 現存
     ンテ三船１階 (薬       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 127119-00878 グリーン薬局 〒574-0025 072-889-5151株式会社メディキュア 野　稔 平19. 1. 1調剤 薬局
     大東市御供田五丁目６番２８号 常　勤:    2　代表取締役　西野　 組織変更 現存
     (薬       2)稔 平25. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127219-00910 阪神調剤薬局　大東店〒574-0046 072-874-1390株式会社阪神調剤薬局石本　啓二 平20. 3. 1調剤 薬局
     大東市赤井一丁目４番３号ポップ常　勤:    4　代表取締役　岩崎　 移転 現存
     タウン住道オペラパーク３１６ (薬       4)壽毅 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127319-00936 アカカベ扇町薬局 〒574-0033 072-806-4193株式会社アカカベ　代阪井田　香子 平21. 7. 1調剤 薬局
     大東市扇町１０番５号 常　勤:    1表取締役　皆川　友夫 移転 現存
     (薬       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127419-00944 すみれ薬局 〒574-0002 072-876-3320平田　茂一郎 平田　茂一郎 平21. 9. 1調剤 薬局
     大東市錦町９番１２号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127519-00951 伊藤薬局 〒574-0011 072-876-6591株式会社げんき　代表伊藤　正明 平21.11. 1調剤 薬局
     大東市北条一丁目１番１１号 常　勤:    2取締役　伊藤　正明 組織変更 現存
     (薬       2) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127619-00969 かるがも薬局　住道店〒574-0036 072-871-0166株式会社メディカルか岡田　浩一郎 平22. 3. 1調剤 薬局
     大東市末広町１２－１１メゾンド常　勤:    1るがも　代表取締役　 新規 現存
     ショコラ (薬       1)森　正彦 平28. 3. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127719-00977 ヒノデ薬局 〒574-0044 072-889-1900株式会社メディプラン元芳　信雄 平22. 3. 1調剤 薬局
     大東市諸福七丁目２番１５号 常　勤:    1　代表取締役　藤田　 組織変更 現存
     (薬       1)敏 平28. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127819-00985 大阪大東さくら薬局 〒574-0044 072-806-5821クラフト株式会社　代大原　朋子 平22. 4. 1調剤 薬局
     大東市諸福八丁目２番２５号 常　勤:    3表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     (薬       3) 平28. 4. 1
     非常勤:   20
     (薬      20)



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   168 頁

 127919-00993 大阪住道さくら薬局 〒574-0037 072-869-2375クラフト株式会社　代國方　彩 平22. 4. 1調剤 薬局
     大東市新町９番７号 常　勤:    3表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     (薬       3) 平28. 4. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128019-01033 サン薬局　住道店 〒574-0046 072-803-7547株式会社ストーン・フ若林　美帆 平22.11. 1調剤 薬局
     大東市赤井一丁目５番ラプラス住常　勤:    5ィールド　代表取締役 新規 現存
     道１０５号室 (薬       5)　石田　敬宏 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128119-01041 ひとみ薬局　野崎店 〒574-0015 072-803-0061株式会社メディカルか櫻庭　淑香 平23.10. 1調剤 薬局
     大東市野崎１丁目３－１４ 常　勤:    1るがも　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       1)森　正彦 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128219-01066 オガワ薬局 〒574-0036 072-875-3480株式会社オガワ薬幸堂小川　芳男 平23.12. 1調剤 薬局
     大東市末広町１３－２５ 常　勤:    2　代表取締役　小川　 移転 現存
     (薬       2)幸男 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128319-01082 アピス薬局　住道店 〒574-0046 072-889-2201株式会社アピスファー井上　和也 平25.10. 1調剤 薬局
     大東市赤井１丁目１５番３０号イ常　勤:    1マシー　代表取締役　 組織変更 現存
     イダビル１階 (薬       1)川越　敏章 平25.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128419-01090 サンライトげんき薬局〒574-0041 072-873-6373株式会社アクセスライ絹田　緑里 平26. 2. 1調剤 薬局
     　住道浜町店 大東市浜町２－６ 常　勤:    1フ　代表取締役　住川 新規 現存
     (薬       1)　奈美 平26. 2. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128519-01108 エムハート薬局　大東〒574-0054 072-816-1335株式会社ミック　代表南野　信二 平26. 1. 1調剤 薬局
     店 大東市新田東本町１番２６号 常　勤:    2取締役　中川　春原 組織変更 現存
     (薬       2) 平26. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128619-01116 あおば薬局 〒574-0036 072-875-6620株式会社青葉メディカ矢野　俊作 平26. 3. 1調剤 薬局
     大東市末広町７－７東邦ビル１階常　勤:    2ル　代表取締役　長井 新規 現存
     (薬       2)　満壽美 平26. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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 128719-01132 しんでん薬局 〒574-0055 072-813-3908株式会社メディキュア林　亨 平26. 4. 1調剤 薬局
     大東市新田本町１０－３ 常　勤:    2　代表取締役　 野　 新規 現存
     (薬       2)稔 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128819-01140 あすか薬局　新町店 〒574-0037 072-800-6507エムシーエス株式会社内田　有紀 平26. 6. 1調剤 薬局
     大東市新町１４－５メゾン橋喜 常　勤:    2　代表取締役　佐藤　 新規 現存
     (薬       2)秀樹 平26. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128919-01157 サンライトげんき薬局〒574-0033 072-889-7733株式会社アクセスライ京　智世 平26. 7. 1調剤 薬局
     　住道駅前店 大東市扇町３－８ 常　勤:    1フ　代表取締役　住川 新規 現存
     (薬       1)　奈美 平26. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129019-01165 アカカベ薬局　野崎参〒574-0015 072-803-0051株式会社アカカベ　代生見　美優 平26. 8. 1調剤 薬局
     道店 大東市野崎１丁目７－１７ 常　勤:    2表取締役　皆川　友夫 組織変更 現存
     (薬       2) 平26. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129119-01173 アカカベ薬局　住道駅〒574-0026 072-871-0093株式会社アカカベ　代皆川　小百合 平26. 8. 1調剤 薬局
     前店 大東市住道２丁目７－１２ツイン常　勤:    1表取締役　皆川　友夫 組織変更 現存
     フラッツ１階 (薬       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129219-01181 かるがも薬局　大東店〒574-0011 072-878-6275株式会社メディカルか伊勢谷　健 平26.12. 1調剤 薬局
     大東市北条５丁目２－５ 常　勤:    1るがも　代表取締役　 移転 現存
     (薬       1)森　正彦 平26.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129319-01199 アカカベ薬局　ポップ〒574-0046 072-806-0930株式会社アカカベ　代猪狩　晴菜 平27. 3. 1調剤 薬局
     タウン住道店 大東市赤井１丁目１５－２７ポッ常　勤:    1表取締役　皆川　友夫 新規 現存
     プタウン５番館 (薬       1) 平27. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 129419-01207 のぞみ薬局　住道店 〒574-0033 072-816-1124株式会社Ｙ’ｓメディ宮本　乃理子 平27. 3. 1調剤 薬局
     大東市扇町１４－１６ 常　勤:    1カル　代表取締役　保 組織変更 現存
     (薬       1)田　佑馬 平27. 3. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129519-01215 アカカベ薬局　谷川店〒574-0074 072-870-1193株式会社アカカベ　代小川　哲平 平27. 7. 1調剤 薬局
     大東市谷川２丁目１０－５１三宝常　勤:    1表取締役　皆川　友夫 新規 現存
     ビル１階 (薬       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129619-01223 アイムイケダ薬局 〒574-0014 072-871-1702株式会社アイム　代表小林　敏恵 平27.10. 1調剤 薬局
     大東市寺川５丁目１－１ 常　勤:    1取締役　佐藤　秀樹 移転 現存
     (薬       1) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129719-01231 サンライトなかよし薬〒574-0062 072-812-6116株式会社アクセスライ髙橋　真紀 平27.11. 1調剤 薬局
     局　氷野店 大東市氷野１丁目９－１ 常　勤:    2フ　代表取締役　住川 新規 現存
     (薬       2)　奈美 平27.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129819-01256 かるがも薬局　大東寺〒574-0014 072-813-3375株式会社メディカルか小川　和子 平27.12. 1調剤 薬局
     川店 大東市寺川３丁目９－１５ 常　勤:    1るがも　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)森　正彦 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129919-01264 しいの実薬局 〒574-0077 072-806-8680一般社団法人大阪ファ杉山　洋子 平29. 4. 1調剤 薬局
     大東市三箇１丁目３－７ 常　勤:    1イン　理事長　山下　 組織変更 現存
     (薬       1)正洋 平29. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130019-01272 かるがも薬局　住道東〒574-0032 072-800-3066株式会社メディカルか横内　新介 平29. 5. 1調剤 薬局
     店 大東市栄和町７－４ 常　勤:    1るがも　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)森　正彦 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 130119-01280 きらり薬局　住道店 〒574-0046 072-869-2222ＨｙｕｇａＰｈａｒｍ土橋　藍 平29. 6. 1調剤 薬局
     大東市赤井２丁目１－２１ 常　勤:    3ａｃｙ株式会社　代表 組織変更 現存
     (薬       3)取締役　黒木　哲史 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130220-01098 マルテン薬局 〒558-0004 06-6691-9425伊倉　嘉春 伊倉　嘉春 昭42. 3. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区長居東２－１１－２常　勤:    1 新規 現存
     １ (薬       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130320-01288 全快堂薬局 〒558-0014 06-6691-3924有限会社　全快堂薬局松尾　良子 昭46.12. 8調剤 薬局
     大阪市住吉区我孫子三丁目６番２常　勤:    1　代表取締役　松尾　 新規 現存
     ０号 (薬       1)良子 平28.12. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130420-01619 三井薬草園薬局 〒558-0033 06-6672-6246三井薬品株式会社　代三井　孝子 昭54.10.26調剤 薬局
     大阪市住吉区清水丘二丁目２９番常　勤:    1表取締役　三井　孝子 新規 現存
     １０号 (薬       1) 平24.10.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130520-01668 乾薬局 〒558-0014 06-6697-3068有限会社乾薬局　代表乾　智恵美 昭55. 8. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区我孫子三丁目１１番常　勤:    1取締役　乾　英夫 新規 現存
     ２５号　新アビコビル１階 (薬       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130620-01726 日本漢法薬局 〒558-0011 06(6697)6772大久保　之皓 大久保　之皓 昭57. 5. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区苅田７－３－１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130720-01767 マルテン薬局 〒558-0043 06-6674-3623伊倉　義隆 伊倉　義隆 昭57. 9. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区墨江四丁目１番２６常　勤:    3 移転 現存
     号 (薬       3) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130820-01882 みとう薬局 〒558-0004 06-6692-0013みとうメディカル株式大皿　景子 平元. 3. 2調剤 薬局
     大阪市住吉区長居東四丁目６番８常　勤:    1会社　代表取締役　倉 組織変更 現存
     号 (薬       1)岡　多 平28. 3. 2
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130920-01965 三井薬草園薬局 〒558-0044 06-6672-1931三井薬品株式会社　代山野　昭江 平 4.10. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区長峡町２番１１号 常　勤:    1表取締役　三井　孝子 継承 現存
     (薬       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131020-01999 皆様薬局 〒558-0003 06-6691-7004谷長　勝 谷長　勝 平 5. 7. 5調剤 薬局
     大阪市住吉区長居二丁目２番１９常　勤:    1 継承 現存
     号 (薬       1) 平29. 7. 5
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 131120-02112 やすらぎ薬局 〒558-0033 06-6676-2555有限会社アペックス　宮西　真則 平 8. 4. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区清水丘二丁目１５番常　勤:    4代表取締役　松岡　晋 新規 現存
     ２２号 (薬       4) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131220-02120 だるま堂薬局 〒558-0046 06-6671-2754笹次　 子 笹次　 子 平 8. 2.20調剤 薬局
     大阪市住吉区上住吉二丁目２番２常　勤:    2 継承 現存
     ９号 (薬       2) 平11. 2.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131320-02138 すずらん薬局 〒558-0013 06-6607-7623有限会社　了戒　代表了戒　正則 平 8. 5. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区我孫子東二丁目４番常　勤:    3取締役　了戒　正則 組織変更 現存
     ２６号アビコサンク１階 (薬       3) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131420-02260 美戸薬局 〒558-0004 06-6693-0013みとうメディカル株式寺岡　英彦 平10. 5. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区長居東四丁目１２番常　勤:    1会社　代表取締役　倉 新規 現存
     ２３号コーポモントレー１階 (薬       1)岡　多 平28. 5. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131520-02286 辻中薬局 〒558-0015 06-6609-7820有限会社ノブファコー堀井　隆史 平10. 5. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区我孫子西二丁目１１常　勤:    2ポレーション　代表取 組織変更 現存
     番１９号安友マンション１号室 (薬       2)締役　山内　喜代子 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131620-02294 あびこ辻中薬局 〒558-0014 06-6608-1568有限会社ノブファコー山内　喜代子 平10. 5. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区我孫子三丁目４番２常　勤:    2ポレーション　代表取 組織変更 現存
     号 (薬       2)締役　山内　喜代子 平28. 5. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131720-02302 順心堂あびこ薬局 〒558-0013 06-6609-8055株式会社　ユウトク　伊藤　洋子 平10. 8. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区我孫子東三丁目１番常　勤:    3代表取締役　川勝　信 新規 現存
     １号 (薬       3)夫 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131820-02336 和光堂薬局 〒558-0004 06-6699-1112新里　哲郎 新里　哲郎 平10.10. 8調剤 薬局
     大阪市住吉区長居東四丁目１０番常　勤:    2 移転 現存
     １７号ふぁみーゆ長居１０５号 (薬       2) 平28.10. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 131920-02344 アルファ辻中薬局 〒558-0041 06-4700-1858有限会社　ノブファコ杉本　友子 平11. 1. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区南住吉四丁目５番１常　勤:    2ーポレーション　代表 新規 現存
     ５号 (薬       2)取締役　山内　喜代子 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132020-02351 成友薬局 〒558-0013 06-6690-5802平野　友紀子 平野　友紀子 平11. 9. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区我孫子東三丁目３番常　勤:    1 新規 現存
     ４号サングレースコート１階 (薬       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132120-02377 西みとう薬局 〒558-0003 06-6609-0013みとうメディカル株式近藤　彰一郎 平11.12. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区長居三丁目１２番９常　勤:    1会社　代表取締役　倉 新規 現存
     －１０５号 (薬       1)岡　多 平29.12. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132220-02385 ＳＵＮバード薬局 〒558-0011 06-6696-0999株式会社　いこいの森楠野　玲子 平12. 1. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区苅田五丁目１５番１常　勤:    4　代表取締役　中出　 新規 現存
     ３号Ｓビル１階 (薬       4)貞男 平30. 1. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132320-02419 ミナミ薬局 〒558-0011 06-6693-3735有限会社　ミナミファ堀江　真由子 平12. 2. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区苅田四丁目１１番１常　勤:    3ーマシー　代表取締役 組織変更 現存
     ６号プラダアムール１階 (薬       3)　吉村　昭世 平30. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132420-02443 住 星和薬局 〒558-0051 06-6675-7111有限会社　星和薬局　星野　満子 平12.10. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区東粉浜三丁目１２番常　勤:    1代表取締役　星野　博 組織変更 現存
     １３号星乃第一ビル１階 (薬       1)子 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132520-02468 どんぐり薬局 〒558-0051 06-6675-0051有限会社どんぐり　代鈴木　幸子 平13. 5. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区東粉浜三丁目１１番常　勤:    1表取締役　金澤　洋 新規 現存
     ６号 (薬       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 132620-02500 青葉堂薬局 〒558-0011 06-6608-1811株式会社厚生　代表取坂口　博子 平13. 8. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区苅田七丁目１１番１常　勤:    1締役　野村　治美 組織変更 現存
     ０号平元ハイツ１階 (薬       1) 平25. 8. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132720-02534 岩間薬局 〒558-0003 06-6691-3464中野　緑 中野　緑 平13.11. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区長居三丁目７番２号常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132820-02583 アステファーマシー薬〒558-0023 06-6606-1150有限会社アステ　代表浅田　裕啓 平14. 3. 1調剤 薬局
     局 大阪市住吉区山之内三丁目３番２常　勤:    1取締役　浅田　千里 組織変更 現存
     ５号 (薬       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132920-02617 ハローアステ薬局 〒558-0023 06-6606-1600有限会社アステ　代表久世　展子 平15. 2. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区山之内二丁目９番８常　勤:    1取締役　浅田　千里 新規 現存
     号 (薬       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133020-02625 サンすみよし薬局 〒558-0023 06-6694-6643上農　美樹子 目黒　久仁子 平15. 2. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区山之内二丁目８番３常　勤:    2 新規 現存
     １号双輪コーポ６号館１０５号室(薬       2) 平27. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133120-02658 あかつき薬局 〒558-0032 06-6609-7459有限会社フェアリーフ森　麻子 平15. 5. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区遠里小野一丁目１２常　勤:    2ァーマシー　代表取締 組織変更 現存
     番３２号　１０２号 (薬       2)役　森　麻子 平27. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133220-02666 あかつき薬局　あびこ〒558-0032 06-6609-4668有限会社フェアリーフ倉澤　優子 平15. 5. 1調剤 薬局
     道店 大阪市住吉区遠里小野五丁目１３常　勤:    1ァーマシー　代表取締 組織変更 現存
     番１０号 (薬       1)役　森　麻子 平27. 5. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133320-02674 つかさ薬局 〒558-0004 06-6699-2105有限会社つかさ薬局　居原田　博子 平15. 6. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区長居東三丁目１３番常　勤:    2代表取締役　居原田　 組織変更 現存
     ２２号 (薬       2)博子 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 133420-02732 祥漢堂万代薬局 〒558-0055 06-6675-8401株式会社祥漢堂　代表岸本　百代 平16. 8. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区万代三丁目３番３８常　勤:    1取締役社長　田口　武 新規 現存
     号 (薬       1)志 平28. 8. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133520-02765 アルカ我孫子駅前薬局〒558-0011 06-6608-1520株式会社アルカ　代表横山　菜摘美 平17. 3. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区苅田五丁目１９番１常　勤:    6取締役　中島　康伸 新規 現存
     ９号山本ビル１階 (薬       6) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133620-02807 いずほ薬局 〒558-0015 06-6695-1890有限会社泉穂　代表取中辻　洋子 平17.10. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区我孫子西二丁目２番常　勤:    2締役　伊豆　和美 組織変更 現存
     ２６号 (薬       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133720-02815 いずほ薬局 〒558-0032 06-6691-3385有限会社泉穂　代表取伊豆　和美 平17.10. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区遠里小野一丁目２番常　勤:    2締役　伊豆　和美 組織変更 現存
     １７号 (薬       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133820-02849 命宝堂薬局 〒558-0055 06-6671-3366 川　節子 川　節子 平18. 1. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区万代五丁目１３番１常　勤:    2 移転 現存
     ９号 (薬       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133920-02856 のぞみ薬局　粉浜店 〒558-0051 06-6674-1720株式会社　アビメディ南　直子 平18. 6. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区東粉浜三丁目２３番常　勤:    1カル　代表取締役　保 新規 現存
     ２０号 (薬       1)田　裕司 平30. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134020-02864 志宝薬局　あびこ店 〒558-0013 06-6696-0404株式会社本木薬局　代洞　章宏 平18. 6. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区我孫子東二丁目１０常　勤:    3表取締役　池田　直孝 新規 現存
     番６号 (薬       3) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134120-02872 コクミン薬局　万代店〒558-0056 06-6695-0677株式会社コクミン　代増田　靖子 平18. 9. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区万代東二丁目４番１常　勤:    7表取締役　絹巻　秀展 組織変更 現存
     ５号 (薬       7) 平24. 9. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 134220-02898 関西薬局 〒558-0055 06-4701-5066株式会社共和コーポレ山内　葉子 平18.10. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区万代六丁目１８番３常　勤:    5ーション　代表取締役 組織変更 現存
     号 (薬       5)　杉浦　正 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134320-02930 のぞみ薬局　千躰店 〒558-0041 06-4700-3130株式会社アビメディカ山津　千代美 平19. 3. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区南住吉一丁目２３番常　勤:    1ル　代表取締役　保田 新規 現存
     １７号 (薬       1)　裕司 平25. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134420-02971 竹内薬局　清水丘店 〒558-0033 06-6678-8803株式会社竹内調剤薬局新免　正基 平19. 7. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区清水丘三丁目１４番常　勤:    2　代表取締役　竹内　 新規 現存
     ７２号１階 (薬       2)稔 平25. 7. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134520-02989 フラワー薬局　山之内〒558-0023 06-6609-2730ハートライフ株式会社川井　久美子 平19.11. 1調剤 薬局
     店 大阪市住吉区山之内一丁目２４番常　勤:    4　代表取締役　音地　 組織変更 現存
     ７号 (薬       4)幸雄 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134620-03045 スギ薬局　あびこ東店〒558-0013 06-4700-3356株式会社スギ薬局　代白井　久嗣 平20. 9. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区我孫子東一丁目９番常　勤:    1表取締役　 原　栄一 組織変更 現存
     ６号 (薬       1) 平26. 9. 1
     非常勤:   25
     (薬      25)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134720-03052 らいふ薬局　住吉店 〒558-0041 06-6115-8688ハートライフ株式会社釡田　和也 平20.12. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区南住吉二丁目２３番常　勤:    3　代表取締役　音地　 新規 現存
     １２号ルミエール住吉１階 (薬       3)幸雄 平26.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134820-03094 コクミン薬局大阪府立〒558-0055 06-6678-8061株式会社コクミン　代明神　昌代 平21.11. 1調剤 薬局
     病院前店 大阪市住吉区万代四丁目１番７号常　勤:    5表取締役　絹巻　秀展 新規 現存
     (薬       5) 平27.11. 1
     非常勤:   18
     (薬      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 134920-03110 はな薬局　長居店 〒558-0003 06-6626-4187株式会社メディカルパ佐々木　研也 平22. 2. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区長居二丁目１２番１常　勤:    1ーク　代表取締役　谷 新規 現存
     ５号 (薬       1)前　信治 平28. 2. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135020-03128 白鳥薬局 〒558-0053 06-6690-0935株式会社ウィング　代中村　作和子 平22. 4. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区帝塚山中三丁目５番常　勤:    3表取締役　森下　明美 新規 現存
     １１号 (薬       3) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135120-03136 古今堂薬局 〒558-0014 06-6696-3087株式会社　サンセール大森　繁樹 平22. 4. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区我孫子一丁目７番７常　勤:    2　代表取締役　大森　 組織変更 現存
     号 (薬       2)繁樹 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135220-03144 さくら薬局　大阪長居〒558-0002 06-4700-4119クラフト株式会社　代末石　直子 平22. 4. 1調剤 薬局
     西店 大阪市住吉区長居西二丁目１４番常　勤:    1表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     １５号ＡＲＣＯＲＯＳＡ　１０２(薬       1) 平28. 4. 1
     号 非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135320-03151 竹内薬局　住吉店 〒558-0041 06-6696-8760株式会社　竹内調剤薬橋本　晋一 平22. 5. 2調剤 薬局
     大阪市住吉区南住吉三丁目３番２常　勤:   10局　代表取締役　竹内 移転 現存
     号 (薬      10)　稔 平28. 5. 2
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135420-03185 米田薬局 〒558-0003 06-6690-5222有限会社イーストレイ代　勇作 平22. 9. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区長居三丁目４５番３常　勤:    1ク　代表取締役　米田 新規 現存
     号 (薬       1)　眞理子 平28. 9. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135520-03201 カメイ調剤薬局あびこ〒558-0013 06-6698-5050カメイ株式会社　代表大内　裕子 平23. 4. 1調剤 薬局
     店 大阪市住吉区我孫子東二丁目１番常　勤:    2取締役　亀井　文行 新規 現存
     ２１号丸山マンション１階 (薬       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 135620-03219 あかつき薬局　清水丘〒558-0033 06-4701-8606有限会社フェアリーフ片山　公美 平23. 8. 1調剤 薬局
     店 大阪市住吉区清水丘２丁目２４番常　勤:    2ァーマシー　代表取締 新規 現存
     ２０号 (薬       2)役　森　麻子 平29. 8. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135720-03243 さとみ薬局 〒558-0041 06-6569-9072株式会社さとみファー吉田　彰彦 平24. 3. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区南住吉２丁目１番１常　勤:    2マシー　代表取締役　 移転 現存
     １号 (薬       2)吉田　彰彦 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135820-03250 みとう薬局　センター〒558-0003 06-6607-0013みとうメディカル株式三科　昌代 平24. 4. 1調剤 薬局
     店 大阪市住吉区長居４丁目１１番３常　勤:    1会社　代表取締役　倉 新規 現存
     号長居岡本マンション１０３号 (薬       1)岡　多 平30. 4. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135920-03268 ミツワ薬局　府立病院〒558-0055 06-6671-6775有限会社　ミツワ薬局 岡　エリ 平24. 7. 1調剤 薬局
     前店 大阪市住吉区万代４丁目１番１１常　勤:    2　代表取締役　山田　 組織変更 現存
     号 (薬       2)美智子 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136020-03284 コンドウ薬局 〒558-0023 06-6695-2069近藤　小夜子 近藤　小夜子 平24.12.24調剤 薬局
     大阪市住吉区山之内１丁目２４番常　勤:    1 継承 現存
     ２１号－１０３ (薬       1) 平24.12.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136120-03292 ラッコのおくすり家さ〒558-0011 06-6696-9800株式会社あじさい地所山下　真由美 平25. 3. 1調剤 薬局
     ん薬局 大阪市住吉区苅田３丁目６番３号常　勤:    3　代表取締役　岩崎　 新規 現存
     パールヒルズニシオ南１号室 (薬       3)裕昭 平25. 3. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136220-03300 ドクトル薬局 〒558-0011 06-4700-8888有限会社　ドクトル　吉内　和徳 平25. 9. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区苅田８丁目６番４号常　勤:    3代表取締役　岡村　佳 新規 現存
     (薬       3)彦 平25. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136320-03318 アピス薬局　長居店 〒558-0003 06-6690-5811株式会社アピスファー岩永　友介 平26. 4. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区長居２丁目１３番７常　勤:    2マシー　代表取締役　 新規 現存
     号Ｖａｒｉｕｓ長居公園１階 (薬       2)川越　敏章 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 136420-03326 ドクトル薬局 〒558-0011 06-4703-5525有限会社　ドクトル　木戸　賢司 平26. 4. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区苅田１丁目１番１４常　勤:    4代表取締役　岡村　佳 新規 現存
     号 (薬       4)彦 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136520-03334 オレンジ薬局　府立店〒558-0056 06-6606-5980株式会社プチファーマ赤澤　扶美 平26. 4. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区万代東２丁目４番１常　勤:    1シスト　代表取締役　 組織変更 現存
     ８号１Ｆ (薬       1)柳生　美江 平26. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136620-03342 くるみ薬局 〒558-0011 06-6115-7570ベガファーマ株式会社仁井村　靖 平26. 6. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区苅田３丁目９番３号常　勤:    5　代表取締役　久野　 新規 現存
     (薬       5)泰弘 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136720-03375 みとう薬局　あびこ店〒558-0014 06-6697-1003みとうメディカル株式佐野　加奈子 平26. 7. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区我孫子２丁目６番１常　勤:    1会社　代表取締役　倉 新規 現存
     ９号アビテⅠ　１階 (薬       1)岡　多 平26. 7. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136820-03383 ななみ薬局　あびこ店〒558-0013 06-6605-9066有限会社サンライズ・岩根　純子 平26.11. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区我孫子東３丁目１番常　勤:    2プランニング　代表取 新規 現存
     ３号サウスｉｎ１０１号 (薬       2)締役　末永　晃 平26.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136920-03409 さくら薬局 〒558-0055 06-4701-7885株式会社菅沼ファーマ菅沼　和明 平27. 2. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区万代３丁目１２番５常　勤:    1シ　代表取締役　菅沼 組織変更 現存
     号１階 (薬       1)　和明 平27. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137020-03417 くるーず薬局 〒558-0002 06-6694-2250株式会社メディカルク芳川　文恵 平27. 5. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区長居西１丁目１４番常　勤:    4ルーズ　代表取締役　 組織変更 現存
     ２７号ひな菊マンション１階 (薬       4)芳川　卓司 平27. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 137120-03425 スギ薬局　住吉苅田店〒558-0011 06-4703-3422株式会社スギ薬局　代岡田　謙仁 平27. 7. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区苅田５丁目１３番５常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     号 (薬       1) 平27. 7. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137220-03441 スギ薬局　南住吉店 〒558-0041 06-6115-7817株式会社スギ薬局　代中村　敏夫 平27. 9. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区南住吉３丁目１３番常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     １号 (薬       1) 平27. 9. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137320-03458 沢の町薬局 〒558-0031 06-6690-5130有限会社ノブファコー福森　百合子 平27.10. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区沢之町１丁目１番１常　勤:    1ポレーション　代表取 新規 現存
     ７号 (薬       1)締役　山内　喜代子 平27.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137420-03466 スギ薬局　あびこ駅前〒558-0013 06-6115-6167株式会社スギ薬局　代狩野　可央里 平27.11. 1調剤 薬局
     店 大阪市住吉区我孫子東３丁目１番常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     １号泰清ビル１階 (薬       1) 平27.11. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137520-03474 みんなの薬局　長居東〒558-0004 06-6690-2223株式会社みんなの薬局大西　孝典 平27.11. 1調剤 薬局
     店 大阪市住吉区長居東４丁目２１番常　勤:    1　代表取締役　南　裕 組織変更 現存
     ９号六島ビル１階 (薬       1)貴 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137620-03482 ウエルシア薬局住吉南〒558-0041 06-6608-6690ウエルシア薬局株式会宮川　行正 平27.12. 1調剤 薬局
     住吉店 大阪市住吉区南住吉１丁目１９番常　勤:    1社　代表取締役　水野 組織変更 現存
     ２０号 (薬       1)　秀晴 平27.12. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137720-03490 スギ薬局　長居店 〒558-0003 06-6615-8207株式会社スギ薬局　代山根　有香子 平28. 3. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区長居２丁目１０番３常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     １号㈱山弘ビル１階 (薬       1) 平28. 3. 1
     非常勤:   21
     (薬      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 137820-03508 万代薬局 〒558-0003 06-6693-3510有限会社ミナミファー村岡　幸子 平28. 3. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区長居２丁目４番３号常　勤:    1マシー　代表取締役　 移転 現存
     (薬       1)吉村　昭世 平28. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137920-03516 なつめ薬局 〒558-0031 06-6699-9977一般社団法人大阪ファ向井　勝巳 平28. 4. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区沢之町一丁目３番１常　勤:    2ルマプラン　理事長　 組織変更 現存
     ５号 (薬       2)廣田　憲威 平28. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138020-03532 南海住吉薬局 〒558-0051 06-6676-2628株式会社Ｋ’ｓラボ　寺田　博行 平28. 7. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区東粉浜三丁目２７番常　勤:    2代表取締役　寺田　博 組織変更 現存
     １８号 (薬       2)行 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138120-03540 苅田薬局 〒558-0011 06-6697-3336有限会社メルズ　代表栗生　正也 平28. 7. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区苅田五丁目１６番３常　勤:    2取締役　橋本　勝 移転 現存
     号ハイムエンジェル１Ｆ (薬       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138220-03557 しろくま薬局 〒558-0011 06-6696-2010ＧＬＰ株式会社　代表橋本　哲弥 平28. 7. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区苅田三丁目１７番１常　勤:    2取締役　兒玉　真也 継承 現存
     ８号　１０１ (薬       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138320-03565 シルク薬局 〒558-0033 06-6673-7777長生　忠之 鶴皐　純子 平28.11. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区清水丘一丁目４番１常　勤:    2 新規 現存
     ７号 (薬       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138420-03573 住吉ヘルシー薬局 〒558-0051 06-6673-2233株式会社マーメイド　 市　寛子 平28.11. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区東粉浜二丁目２０番常　勤:    1代表取締役　松山　喜 新規 現存
     １号 (薬       1)範 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138520-03581 くるーず薬局　万代店〒558-0055 06-4701-8700株式会社メディカルク芳川　卓司 平29. 2. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区万代五丁目１４番１常　勤:    3ルーズ　代表取締役　 継承 現存
     号スペースサプライ２０１ビル１(薬       3)芳川　卓司 平29. 2. 1
     階 非常勤:    1
     (薬       1)
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 138620-03599 いろどり薬局 〒558-0004 06-6606-1189株式会社トータルケア北谷　勝行 平29. 3. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区長居東四丁目１１番常　勤:    1メディック　代表取締 新規 現存
     ２５号タケ＆ハルビル第一　７階(薬       1)役　山本　隆幸 平29. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138720-03607 コーナン薬局 〒558-0003 06-6609-6011近畿調剤株式会社　代杉山　卓矢 平29. 3. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区長居三丁目２番１８常　勤:    2表取締役　吉川　正男 組織変更 現存
     号　１階 (薬       2) 平29. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138820-03615 ラブリー薬局 〒558-0056 06-6694-6500株式会社ラブリー　代水野　恵雄 平29. 3. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区万代東三丁目１番４常　勤:    1表取締役　豊田　直樹 組織変更 現存
     ４号 (薬       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138920-03623 キリン堂薬局　長居駅〒558-0004 06-6696-0111株式会社キリン堂　代畠中　明彦 平29. 5. 1調剤 薬局
     前店 大阪市住吉区長居東４丁目７番８常　勤:    1表取締役　寺西　豊彦 新規 現存
     号岡安ビル１階 (薬       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139020-03631 住吉薬局 〒558-0023 06-6608-0611上農　美樹子 上農　美樹子 平29. 5. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区山之内３丁目２番４常　勤:    1 移転 現存
     号ファスタシオン１０１ (薬       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139120-03649 オレンジ薬局　長居店〒558-0004 06-6699-7171株式会社オレンジファ大原　進 平29. 7. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区長居東４丁目４番１常　勤:    1ーマシー　代表取締役 新規 現存
     ５号　１階 (薬       1)　柳生　美江 平29. 7. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139220-03656 マリアＰｈａｒｍａｃ〒558-0004 06-4703-3972株式会社セント　代表坪田　聖子 平29. 8. 1調剤 薬局
     ｙ 大阪市住吉区長居東３丁目６番１常　勤:    2取締役　坪田　聖子 新規 現存
     ８号　３Ｆ (薬       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139320-03664 バイアル調剤薬局 〒558-0041 06-6629-8186株式会社バイアル　代山西　愛 平29.12. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区南住吉１丁目４番７常　勤:    2表取締役　山西　愛 新規 現存
     号メディカルセンター長居１階 (薬       2) 平29.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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 139420-03672 リオーネ薬局　あびこ〒558-0013 06-6115-7280株式会社リオーネプラ佃　昌 平30. 2. 1調剤 薬局
     店 大阪市住吉区我孫子東２丁目８番常　勤:    1ス　代表取締役　金沢 組織変更 現存
     ２７号コーポあびこ　１０２号室(薬       1)　賢典 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139520-03680 コクミン薬局　東粉浜〒558-0051 06-6675-0593株式会社コクミン　代森脇　まり 平30. 4. 2調剤 薬局
     店 大阪市住吉区東粉浜３丁目２２番常　勤:    2表取締役　絹巻　秀展 新規 現存
     ９号西尾ビル１階 (薬       2) 平30. 4. 2
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139620-03698 日本調剤　万代東薬局〒558-0056 06-6609-2377日本調剤株式会社　代 野　里美 平30. 3. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区万代東２丁目４番１常　勤:    3表取締役　三津原　博 組織変更 現存
     ５号 (薬       3) 平30. 3. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139720-03706 すばる薬局 〒558-0054 06-6674-6780有限会社クォルタ　代林　万美子 平30. 5. 1調剤 薬局
     大阪市住吉区帝塚山東三丁目８番常　勤:    5表取締役　松岡　晋 移転 現存
     ２０号ＯＺビル１階 (薬       5) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139822-00567 マトバ薬局 〒544-0003 06-6741-4758的場　源之丞 的場　源之丞 昭32.10. 1調剤 薬局
     大阪市生野区小路東四丁目１０番常　勤:    1 新規 現存
     １号 (薬       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139922-01599 ダルマ薬局 〒544-0023 06-6731-5118合名会社　ダルマ薬局井上　亜也 昭46. 7. 1調剤 薬局
     大阪市生野区林寺一丁目２番３号常　勤:    1　代表社員　　井上　 新規 現存
     (薬       1)亜也 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140022-01748 健康堂保健薬局 〒544-0013 06-6754-3766安田　豊 安田　豊 昭51.10. 1調剤 薬局
     大阪市生野区巽中二丁目４番１７常　勤:    1 新規 現存
     号 (薬       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140122-01789 谷川薬局 〒544-0032 06-6731-8091谷川薬品商事株式会社藤垣　哲彦 昭51.12.23調剤 薬局
     大阪市生野区中川西二丁目３番１常　勤:    2　代表取締役　藤垣　 組織変更 現存
     ７号 (薬       2)哲彦 平27.12.23
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140222-01854 帝大薬局 〒544-0034 06-6731-3389砂場　忍 砂場　忍 昭53. 8. 1調剤 薬局
     大阪市生野区桃谷三丁目８番２１常　勤:    1 新規 現存
     号 (薬       1) 平29. 8. 1
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 140322-01912 仁泉薬局 〒544-0005 06-6752-0196株式会社　仁泉薬局　清水　昭子 昭54.11. 1調剤 薬局
     大阪市生野区中川二丁目６番１３常　勤:    2代表取締役　渡邊　久 新規 現存
     号 (薬       2)美子 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140422-01938 豊薬局 〒544-0022 06-6715-1433任　峯義 任　峯義 昭55. 3. 1調剤 薬局
     大阪市生野区舎利寺二丁目１４番常　勤:    1 新規 現存
     ４号 (薬       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140522-02092 上杉謙信堂漢方薬局 〒544-0006 06-6751-6195株式会社漢方薬店　上上杉　上 昭58. 1. 1調剤 薬局
     大阪市生野区中川東一丁目２番１常　勤:    1杉謙信堂　代表取締役 新規 現存
     号 (薬       1)　上杉　上 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140622-02142 オーイソ薬局 〒544-0034 06-6731-5473大礒　彰 大礒　彰 昭59.12. 1調剤 薬局
     大阪市生野区桃谷二丁目２６番１常　勤:    1 新規 現存
     ３号 (薬       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140722-02175 島岡薬局 〒544-0032 06-6731-7162島岡　尚子 島岡　尚子 昭60. 8. 1調剤 薬局
     大阪市生野区中川西１－９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140822-02191 オノダ薬局 〒544-0005 06-6752-4232小野田　貞子 髙岸　淳子 昭62. 3. 1調剤 薬局
     大阪市生野区中川四丁目１９番２常　勤:    1 新規 現存
     ２号 (薬       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140922-02225 コダマ薬局 〒544-0024 06-6731-3361児玉薬品　株式会社　児玉　敬一 昭63. 1. 1調剤 薬局
     大阪市生野区生野西三丁目１３番常　勤:    2代表取締役　児玉　敬 新規 現存
     １９号 (薬       2)一 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141022-02233 ことぶき漢方薬局 〒544-0024 06-6716-6103杉本　豊 杉本　豊 昭63. 4. 1調剤 薬局
     大阪市生野区生野西２－５－１２常　勤:    3 新規 現存
     (薬       3) 平30. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141122-02241 くぼ健祥堂薬局 〒544-0025 06(6717)8485久保　ムメノ 久保　歌納代 平元. 4. 1調剤 薬局
     大阪市生野区生野東二丁目１４番常　勤:    1 新規 現存
     １８号 (薬       1) 平10. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141222-02340 ふじ薬局 〒544-0033 06-6731-7863有澤　明雄 有澤　幸大 平 3. 4.23調剤 薬局
     大阪市生野区勝山北１－８－１２常　勤:    3 移転 現存
     (薬       3) 平30. 4.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 141322-02365 ミドリ薬局 〒544-0011 06-6754-2455有限会社　ミドリ薬局和田　聡子 平 4.12. 1調剤 薬局
     大阪市生野区田島一丁目１２番１常　勤:    1　代表取締役　高山　 新規 現存
     ６号 (薬       1)正夫 平28.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141422-02381 ヒカリ薬局 〒544-0015 06-6793-3548有限会社　ヒカリ薬品水原　妙子 平 5. 3. 1調剤 薬局
     大阪市生野区巽南五丁目５番２３常　勤:    1　代表取締役　上田　 新規 現存
     号 (薬       1)秀雄 平29. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141522-02399 スヤマ保健薬局 〒544-0013 06-6754-3800株式会社　スヤマ薬局須山　隆 平 5. 6. 1調剤 薬局
     大阪市生野区巽中一丁目２５番１常　勤:    2　代表取締役　須山　 新規 現存
     ２号ナティーノース１階 (薬       2)隆 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141622-02407 吉村薬局 〒544-0023 06-6712-5177庄子　久美子 庄子　久美子 平 5. 5. 1調剤 薬局
     大阪市生野区林寺二丁目５番１号常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141722-02415 北岡薬局 〒544-0025 06-6716-2731北岡　秀一 北岡　美代子 平 5. 8. 1調剤 薬局
     大阪市生野区生野東二丁目２番２常　勤:    1 新規 現存
     ７号 (薬       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141822-02431 大友薬局 〒544-0002 06-6752-0508小田垣　一昭 小田垣　智子 平 6. 6. 1調剤 薬局
     大阪市生野区小路３－１４－５ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141922-02480 すみれ薬局 〒544-0013 06-6752-3951株式会社ケアファーマ長崎　充利 平 8. 4. 1調剤 薬局
     大阪市生野区巽中四丁目１１番６常　勤:    1シー　代表取締役　　 新規 現存
     号フルラーレ１階 (薬       1)辻　勝 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142022-02548 オレンジ薬局 〒544-0012 06-6751-0371株式会社　オレンジ　中条　浩美 平 8.11. 1調剤 薬局
     大阪市生野区巽西一丁目２番１２常　勤:    1代表取締役　井上　友 新規 現存
     号 (薬       1)貴 平29.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142122-02555 萬寿薬局 〒544-0021 06-6718-0666有限会社　萬寿薬局　金　明花（香川明花）平 8.11. 3調剤 薬局
     大阪市生野区勝山南四丁目１６番常　勤:    5取締役　金　ソッセ 移転 現存
     ８号 (薬       5) 平29.11. 3
     非常勤:    3
     (薬       3)
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 142222-02589 ケンエイ薬局 〒544-0021 06-6741-1155有限会社　ケアシス　河合　紀仁 平 9. 4. 1調剤 薬局
     大阪市生野区勝山南二丁目６番２常　勤:    1取締役　柏村　淳一 新規 現存
     １号 (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142322-02621 エビス薬局 〒544-0001 06-6751-1890稲本　幸榮 稲本　幸榮 平 9. 7. 1調剤 薬局
     大阪市生野区新今里四丁目１１番常　勤:    1 移転 現存
     ２３号 (薬       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142422-02647 セガミ薬局　南巽店 〒544-0013 06-6755-3939株式会社ココカラファ米村　麻由 平10. 7. 1調剤 薬局
     大阪市生野区巽中四丁目１９番１常　勤:    1イン　ヘルスケア　代 新規 現存
     ０号Ｈ＆Ｅビル１階 (薬       1)表取締役　塚本　厚志 平28. 7. 1
     非常勤:   28
     (薬      28)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142522-02662 アップル薬局 〒544-0025 06-4300-1711有限会社アップル薬局山本　三枝子 平11. 2. 1調剤 薬局
     大阪市生野区生野東二丁目５番４常　勤:    1　代表取締役　山岸　 新規 現存
     号 (薬       1)邦子 平29. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142622-02670 有限会社　延寿堂薬局〒544-0011 06-6757-1054有限会社　延寿堂薬局宮本　佳則 平11. 9. 2調剤 薬局
     大阪市生野区田島四丁目１番３号常　勤:    1　代表取締役　宮本　 移転 現存
     (薬       1)佳則 平29. 9. 2
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142722-02704 ハローつばさ薬局 〒544-0034 06-6711-5350有限会社　クラスター久世　篤史 平12. 4. 1調剤 薬局
     大阪市生野区桃谷二丁目２１番２常　勤:    1　代表取締役　浅田　 新規 現存
     ４号桃谷ビル１階 (薬       1)裕啓 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142822-02720 つばさ薬局 〒544-0004 06-6756-7501有限会社　コア・メデ栗原　稔 平12. 5. 1調剤 薬局
     大阪市生野区巽北三丁目２０番１常　勤:    8ィカル　代表取締役　 新規 現存
     １号 (薬       8)栗原　稔 平30. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 142922-02779 テイコクファミリー薬〒544-0001 06-6755-7020株式会社テイコク製薬雜賀　祐子 平12.12. 1調剤 薬局
     局 大阪市生野区新今里六丁目５番７常　勤:    1社　代表取締役　畠山 新規 現存
     号 (薬       1)　兼一郎 平24.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143022-02795 カナリヤ薬局 〒544-0034 06-6731-1555有限会社カナリヤ　代金沢　相宗 平13. 2. 1調剤 薬局
     大阪市生野区桃谷四丁目１９番１常　勤:    1表取締役　金沢　相宗 移転 現存
     １号 (薬       1) 平25. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143122-02803 阪神調剤薬局生野店 〒544-0013 06-6755-7545株式会社阪神調剤薬局冨田　早紀 平13. 4. 1調剤 薬局
     大阪市生野区巽中二丁目２２番１常　勤:    3　代表取締役　岩崎　 新規 現存
     ８号 (薬       3)壽毅 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143222-02811 れもん薬局 〒544-0005 06-6757-1532大石　惠子 大石　惠子 平13. 4. 1調剤 薬局
     大阪市生野区中川六丁目９番１４常　勤:    3 新規 現存
     号 (薬       3) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143322-02829 かるがも薬局　寺田町〒544-0024 06-6712-8500株式会社メディカルか 川　歩 平13. 5. 1調剤 薬局
     店 大阪市生野区生野西二丁目３番８常　勤:    1るがも　代表取締役　 新規 現存
     号 (薬       1)森　正彦 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143422-02837 エイコー薬局 〒544-0001 06-6757-1616森　雅信 森　雅信 平13. 6. 1調剤 薬局
     大阪市生野区新今里七丁目４番３常　勤:    2 新規 現存
     号 (薬       2) 平25. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143522-02852 アルツ薬局 〒544-0005 06-6752-7634佐野　美代子 佐野　美代子 平13. 8. 1調剤 薬局
     大阪市生野区中川一丁目２番１８常　勤:    1 新規 現存
     号 (薬       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143622-02878 ツル薬局 〒544-0002 06-6752-7660有限会社ツル薬局　代三浦　朗子 平13.10. 1調剤 薬局
     大阪市生野区小路二丁目２６番４常　勤:    4表取締役　三浦　朗子 組織変更 現存
     号 (薬       4) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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 143722-02886 アップル薬局 〒544-0021 06-6718-0614山岸　邦子 山岸　邦子 平13.12.27調剤 薬局
     大阪市生野区勝山南二丁目８番１常　勤:    2 移転 現存
     ３号 (薬       2) 平25.12.27
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143822-02894 生野パール薬局 〒544-0003 06-6752-0081株式会社ケイ・エム・真本　英浩 平14. 4. 1調剤 薬局
     大阪市生野区小路東一丁目２１番常　勤:    1シー　代表取締役　松 新規 現存
     １３号カーサノベンタ１階 (薬       1)山　喜範 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143922-02944 カナリヤ薬局　鶴橋店〒544-0034 06-6712-1193有限会社カナリヤ　代前田　和好 平14.10. 1調剤 薬局
     大阪市生野区桃谷二丁目６番２４常　勤:    2表取締役　金沢　相宗 新規 現存
     号丸尾ハイツ１階　 (薬       2) 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144022-02977 テイコクファミリー薬〒544-0015 06-6755-0905株式会社テイコク製薬樽井　爲久子 平15. 2. 1調剤 薬局
     局 大阪市生野区巽南三丁目１９番４常　勤:    1社　代表取締役　畠山 新規 現存
     ２号 (薬       1)　兼一郎 平27. 2. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144122-02985 ファミリー薬局　桃谷〒544-0034 06-6715-1038株式会社メディカルパ田中　勇治 平15. 3. 1調剤 薬局
     店 大阪市生野区桃谷五丁目４番２３常　勤:    1ーク　代表取締役　谷 新規 現存
     号日天ビル１０１ (薬       1)前　信治 平27. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144222-03025 菜の花薬局 〒544-0001 06-6753-1230有限会社菜の花薬局　大西　一伊 平16. 3. 1調剤 薬局
     大阪市生野区新今里四丁目１３番常　勤:    1代表取締役　大西　一 新規 現存
     １９号 (薬       1)伊 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144322-03041 たしまゆめ薬局 〒544-0011 06-6753-5131溝田　益子 溝田　益子 平16. 4. 1調剤 薬局
     大阪市生野区田島四丁目５番２２常　勤:    1 移転 現存
     号 (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 144422-03058 吉村薬局 〒544-0021 06-6731-2050吉村　孝信 吉村　孝信 平16.12. 3調剤 薬局
     大阪市生野区勝山南四丁目１４番常　勤:    1 移転 現存
     １７号 (薬       1) 平28.12. 3
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144522-03090 阪神調剤薬局　巽店 〒544-0014 06-6751-1533株式会社阪神調剤薬局山中　隆弘 平19.11. 1調剤 薬局
     大阪市生野区巽東一丁目５番２７常　勤:    2　代表取締役　岩崎　 新規 現存
     号－１０１ (薬       2)壽毅 平25.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144622-03124 きむらファーマシー薬〒544-0005 06-6752-0870株式会社きむら薬局　拜藤　聡誌 平20. 6. 1調剤 薬局
     局 大阪市生野区中川三丁目５番５号常　勤:    2代表取締役　金　正淑 新規 現存
     (薬       2) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144722-03157 ひかり薬局 〒544-0003 06-6753-0273生島　靖也 生島　靖也 平21. 1. 1調剤 薬局
     大阪市生野区小路東一丁目８番２常　勤:    1 継承 現存
     １号 (薬       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144822-03199 ファーコス薬局　いく〒544-0003 06-6755-3300株式会社ファーコス　畑中　亜希子 平21.10. 1調剤 薬局
     の 大阪市生野区小路東四丁目２番４常　勤:    5代表取締役　島田　光 新規 現存
     号 (薬       5)明 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144922-03207 大阪巽さくら薬局 〒544-0015 06-6756-8671クラフト株式会社　代根本　亘 平22. 4. 1調剤 薬局
     大阪市生野区巽南三丁目７番９号常　勤:    3表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     (薬       3) 平28. 4. 1
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145022-03215 マルゼン薬局 〒544-0034 06-6741-2223株式会社　おらいおん宮嶋　理江 平22.10. 1調剤 薬局
     大阪市生野区桃谷二丁目９番１３常　勤:    1　代表取締役　村田　 新規 現存
     号 (薬       1)卓 平28.10. 1
     非常勤:   24
     (薬      24)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145122-03249 アステ薬局 〒544-0023 06-4301-1130有限会社クラスター　山田　小代 平23. 5. 1調剤 薬局
     大阪市生野区林寺４丁目４番１２常　勤:    2代表取締役　浅田　裕 組織変更 現存
     号 (薬       2)啓 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 145222-03264 なの花薬局　田島店 〒544-0011 06-6751-1118株式会社　共栄ファー野村　玲子 平23. 7. 1調剤 薬局
     大阪市生野区田島１丁目１６番１常　勤:    2マシー　代表取締役　 新規 現存
     号 (薬       2)宇野　光裕 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145322-03298 オレンジ薬局　小路店〒544-0003 06-6756-8333株式会社プチファーマ藤川　真美 平24. 4. 1調剤 薬局
     大阪市生野区小路東３丁目２番１常　勤:    1シスト　代表取締役　 新規 現存
     ３号 (薬       1)柳生　美江 平30. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145422-03306 クオール薬局新今里店〒544-0001 06-6736-5951クオール株式会社　代松井　明子 平24. 7. 1調剤 薬局
     大阪市生野区新今里１丁目１８番常　勤:    1表取締役　中村　敬 組織変更 現存
     ２５号 (薬       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145522-03314 サーバ生野林寺薬局 〒544-0023 06-6711-5160株式会社キリン堂　代北尾　大輔 平24. 8.16調剤 薬局
     大阪市生野区林寺５丁目１１番１常　勤:    1表取締役　寺西　豊彦 組織変更 現存
     ３号 (薬       1) 平24. 8.16
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145622-03330 はるみ薬局 〒544-0003 06-4306-6306片岡　良太 岩見　猛 平24.11. 1調剤 薬局
     大阪市生野区小路東２丁目１番２常　勤:    1 組織変更 現存
     ４号 (薬       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145722-03348 広済回生堂薬局 〒544-0025 06-6731-1127廣濟　和男 廣濟　和男 平24.12. 1調剤 薬局
     大阪市生野区生野東４丁目１番４常　勤:    1 新規 現存
     １号 (薬       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145822-03355 アジア保健薬局 〒544-0033 06-6731-0283一山　滋子 一山　滋子 平25. 2.26調剤 薬局
     大阪市生野区勝山北５丁目８番１常　勤:    1 継承 現存
     ５号 (薬       1) 平25. 2.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145922-03363 あゆみ薬局 〒544-0011 06-6752-2579株式会社　メディケイ上村　恵代 平25. 6. 1調剤 薬局
     大阪市生野区田島５丁目２３番３常　勤:    1ズ　代表取締役　桑谷 組織変更 現存
     ９号１Ｆ (薬       1)　典子 平25. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 146022-03389 阪神調剤薬局　今里店〒544-0001 06-6756-8720株式会社阪神調剤薬局竹内　拓也 平25. 9. 1調剤 薬局
     大阪市生野区新今里３丁目２３番常　勤:    3　代表取締役　岩崎　 移転 現存
     １０号カトルセゾンⅡ　１階 (薬       3)壽毅 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146122-03405 アシスト薬局 〒544-0033 06-6711-3235株式会社ＡＫファーマ説田　明弘 平25.11. 1調剤 薬局
     大阪市生野区勝山北１丁目９番６常　勤:    1シー　代表取締役　説 組織変更 現存
     号エスピー勝山北１０１号 (薬       1)田　明弘 平25.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146222-03454 回生薬局 〒544-0033 06-6731-8469株式会社回生薬局　代田中　雅隆 平26. 4. 1調剤 薬局
     大阪市生野区勝山北１丁目２番１常　勤:    1表取締役　田中　雅隆 組織変更 現存
     号１階、２階 (薬       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146322-03470 ウエルシア薬局　生野〒544-0004 06-6755-6363ウエルシア薬局株式会川原　良之 平26. 9. 1調剤 薬局
     巽北店 大阪市生野区巽北４丁目２番１０常　勤:    1社　代表取締役　水野 組織変更 現存
     号 (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146422-03488 こうしん薬局 〒544-0032 06-6711-7651株式会社晃進　代表取金　小夜子 平26.10. 1調剤 薬局
     大阪市生野区中川西３丁目１０番常　勤:    1締役　光井　貴士 新規 現存
     ９号１Ｆ (薬       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146522-03496 くぼ健祥堂薬局 〒544-0025 06-6717-8485古川　歌納代 古川　歌納代 平26.12. 1調剤 薬局
     大阪市生野区生野東２丁目１４番常　勤:    1 新規 現存
     １８号 (薬       1) 平26.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146622-03512 さくら薬局　大阪巽中〒544-0013 06-6755-5200クラフト株式会社　代青木　沙耶 平27. 6. 1調剤 薬局
     店 大阪市生野区巽中２丁目２５番４常　勤:    5表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     号１Ｆ (薬       5) 平27. 6. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146722-03520 おもいやり薬局　鶴橋〒544-0031 06-7508-5833康原　晃彦 康原　晃彦 平27. 9. 1調剤 薬局
     店 大阪市生野区鶴橋１丁目６番２５常　勤:    1 新規 現存
     号１Ｆ (薬       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 146822-03538 オーブ薬局 〒544-0003 06-4309-5068片岡　良太 片岡　良太 平27. 9. 1調剤 薬局
     大阪市生野区小路東５丁目７番５常　勤:    1 新規 現存
     号１Ｆ (薬       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146922-03546 林寺のぞみ薬局 〒544-0023 06-4303-3333ケイズ株式会社　代表栗原　俊男 平27.11. 1調剤 薬局
     大阪市生野区林寺３丁目１５番１常　勤:    2取締役　佐藤　望 新規 現存
     ５号１Ｆ (薬       2) 平27.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147022-03553 アールド薬局 〒544-0011 06-6757-2810ジュラン株式会社　代門矢　さやか 平28. 2. 1調剤 薬局
     大阪市生野区田島５丁目１３番２常　勤:    2表取締役　田中　寛子 新規 現存
     号１Ｆ (薬       2) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147122-03561 ナチュラル薬局 〒544-0011 06-6758-5712株式会社Ｙ・Ｍメディ橋本　洋子 平28. 4. 1調剤 薬局
     大阪市生野区田島五丁目１番３０常　勤:    2カルサポート　代表取 組織変更 現存
     号　１Ｆ (薬       2)締役　橋本　洋子 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147222-03579 ナチュラル薬局　舎利〒544-0022 06-6776-2882株式会社Ｙ・Ｍメディ吉川　正久 平28. 4. 1調剤 薬局
     寺 大阪市生野区舎利寺二丁目１４番常　勤:    1カルサポート　代表取 組織変更 現存
     ５号　１Ｆ (薬       1)締役　橋本　洋子 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147322-03595 ひなた調剤薬局 〒544-0003 06-4306-7077株式会社フルール　代片岡　幹雄 平28. 6. 1調剤 薬局
     大阪市生野区小路東二丁目６番１常　勤:    1表取締役　片岡　幹雄 組織変更 現存
     ６号１階 (薬       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147422-03603 サポート薬局 〒544-0013 06-6752-8866株式会社Ｍ＆Ｃ　代表橘川　剛 平28. 6. 1調剤 薬局
     大阪市生野区巽中一丁目２３番６常　勤:    3取締役　平田　守 組織変更 現存
     号シェルブランビル１Ｆ (薬       3) 平28. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147522-03611 サポート薬局 〒544-0011 06-6757-7755株式会社Ｍ＆Ｃ　代表 平28. 6. 1調剤 薬局
     大阪市生野区田島五丁目１６番１常　勤:    1取締役　平田　守 組織変更 現存
     １号　１Ｆ (薬       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   193 頁

 147622-03629 ココナラ薬局 〒544-0015 06-4307-6781株式会社Ｅｌｃｙ　代柴田　直樹 平28. 8. 1調剤 薬局
     大阪市生野区巽南三丁目４番２２常　勤:    1表取締役　林　達治 組織変更 現存
     号 (薬       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147722-03637 ウエルシア薬局　生野〒544-0015 06-6796-1526ウエルシア薬局株式会藤井　大貴 平28.11. 1調剤 薬局
     巽南店 大阪市生野区巽南五丁目７番６号常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147822-03645 オレンジ薬局　寺田町〒544-0023 06-6777-3323株式会社プチファーマ松山　光明 平29. 3. 1調剤 薬局
     店 大阪市生野区林寺一丁目３番１２常　勤:    1シスト　代表取締役　 新規 現存
     号 (薬       1)柳生　美江 平29. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147922-03652 調剤薬局ツルハドラッ〒544-0011 06-6755-5268株式会社ツルハ　代表中尾　康一 平29. 4. 1調剤 薬局
     グ生野田島店 大阪市生野区田島五丁目８番３２常　勤:    1取締役社長　鶴羽　順 新規 現存
     号 (薬       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148022-03660 永和薬局 〒544-0031 06-6712-1747株式会社ドライエック三上　洋平 平29. 4. 1調剤 薬局
     大阪市生野区鶴橋二丁目１６番８常　勤:    2　代表取締役　三上　 組織変更 現存
     号永和薬品ビル１階 (薬       2)洋平 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148122-03678 ひまわり薬局　田島店〒544-0011 06-6785-7362岩井　友哉 岩井　友哉 平29. 7. 1調剤 薬局
     大阪市生野区田島５丁目５番３１常　勤:    1 新規 現存
     号　１階 (薬       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148222-03686 しろくま薬局　桃谷店〒544-0031 06-6773-9971白くま調剤株式会社　橋本　智之 平29. 9. 1調剤 薬局
     大阪市生野区鶴橋２丁目１８番１常　勤:    1代表取締役　橋本　智 新規 現存
     ０号８８ビル１Ｆ (薬       1)之 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148322-03694 よつば薬局　今里店 〒544-0005 06-6753-3533株式会社グランツファ島岡　美香 平29.12. 1調剤 薬局
     大阪市生野区中川１丁目１番１４常　勤:    2ーマシー　代表取締役 新規 現存
     号　１階 (薬       2)　島岡　則夫 平29.12. 1
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 148422-03702 勝山ファーマライズ薬〒544-0021 06-6711-5260株式会社テラ・ヘルス羽柴　保志 平30. 3. 1調剤 薬局
     局 大阪市生野区勝山南四丁目５番４常　勤:    1プロモーション　代表 組織変更 現存
     号 (薬       1)取締役　赤松　優仁 平30. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148523-01084 はりまや薬局 〒545-0022 06-6623-7800西尾　武三 西尾　武三 昭46.12. 1調剤 薬局
     大阪市阿倍野区播磨町一丁目８番常　勤:    1 新規 現存
     ２７号 (薬       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148623-01159 タマガキ薬局 〒545-0021 06-6623-7181玉垣　美智子 玉垣　美智子 昭50. 3. 1調剤 薬局
     大阪市阿倍野区阪南町一丁目１７常　勤:    1 新規 現存
     番１７号 (薬       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148723-01209 垣内薬局 〒545-0023 06-6621-7475垣内　良雄 垣内　良雄 昭52. 9. 1調剤 薬局
     大阪市阿倍野区王子町２－１６－常　勤:    1 組織変更 現存
     ３ (薬       1) 平 4. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148823-01316 ユタカ薬局 〒545-0021 06-6623-2753菅　妙子 菅　妙子 昭57. 3.16調剤 薬局
     大阪市阿倍野区阪南町２－７－２常　勤:    1 新規 現存
     ８ (薬       1) 平30. 3.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148923-01332 ヒロセ薬局 〒545-0053 06-6623-0307有限会社ヒロセ薬局　廣瀬　隆 昭57. 9. 1調剤 薬局
     大阪市阿倍野区松崎町二丁目９番常　勤:    4代表取締役　 瀬　隆 新規 現存
     ２５号あべの壱番館内 (薬       4) 平24. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149023-01605 みとう薬局 〒545-0011 06-6627-0013みとうメディカル株式倉岡　千谷子 平 8.11. 1調剤 薬局
     大阪市阿倍野区昭和町二丁目６番常　勤:    2会社　代表取締役　倉 新規 現存
     ２４－１０１号 (薬       2)岡　多 平29.11. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149123-01654 帝塚山薬局 〒545-0037 06-6621-0872有限会社福寿堂　代表牧田　真美 平 9. 9. 1調剤 薬局
     大阪市阿倍野区帝塚山一丁目６番常　勤:    2取締役　菊池　良子 新規 現存
     ２７号ルドゥ・レスパスＭ３６　(薬       2) 平24. 9. 1
     １階 非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149223-01712 相生薬局 〒545-0033 06-6651-6067近藤　元彦 近藤　元彦 平10. 4. 1調剤 薬局
     大阪市阿倍野区相生通一丁目９番常　勤:    1 新規 現存
     ２５号 (薬       1) 平28. 4. 1
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 149323-01829 駅前薬局 〒545-0003 06-6710-5008美章園薬局有限会社　久保　陽子 平11.10. 1調剤 薬局
     大阪市阿倍野区美章園二丁目２８常　勤:    2代表取締役　川口　彰 新規 現存
     番８号三洋ビル１階 (薬       2)保 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149423-01837 上町薬局 〒545-0034 06-6621-7192水野　直子 水野　直子 平12. 1. 1調剤 薬局
     大阪市阿倍野区阿倍野元町３番２常　勤:    2 継承 現存
     ０号 (薬       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149523-01845 アベノみとう薬局 〒545-0053 06-6627-0003みとうメディカル株式大皿　正人 平12. 3. 1調剤 薬局
     大阪市阿倍野区松崎町二丁目１番常　勤:    1会社　代表取締役　倉 新規 現存
     ４４－１０６号 (薬       1)岡　多 平30. 3. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149623-02009 日本調剤あべの薬局 〒545-0051 06-6635-0752日本調剤株式会社　代田中　麻以 平13. 9. 1調剤 薬局
     大阪市阿倍野区旭町一丁目２番７常　勤:    4表取締役　三津原　博 新規 現存
     号１０３号 (薬       4) 平25. 9. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149723-02017 ドレミ薬局 〒545-0001 06-6710-3505アップデート株式会社大野　智子 平13. 9. 1調剤 薬局
     大阪市阿倍野区天王寺町北三丁目常　勤:    2　代表取締役　田中　 新規 現存
     １番４号 (薬       2)博来 平25. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149823-02041 かるがも薬局　阿倍野〒545-0023 06-4399-1525株式会社メディカルか冨田　由紀子 平13.11. 1調剤 薬局
     店 大阪市阿倍野区王子町三丁目１２常　勤:    1るがも　代表取締役　 新規 現存
     番７号 (薬       1)森　正彦 平25.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149923-02058 阪神調剤薬局あべの店〒545-0051 06-6636-8913株式会社阪神調剤薬局川越　裕太 平13.11. 1調剤 薬局
     大阪市阿倍野区旭町一丁目２番７常　勤:    5　代表取締役　岩崎　 新規 現存
     号 (薬       5)壽毅 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 150023-02082 ドレミ薬局 〒545-0034 06-6626-6663アップデート株式会社三嶋　美加 平14. 4. 1調剤 薬局
     大阪市阿倍野区阿倍野元町２番１常　勤:    2　代表取締役　田中　 新規 現存
     １号 (薬       2)博来 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150123-02108 はるかぜ薬局 〒545-0001 06-6713-1333有限会社リエゾン　代山本　志香 平14. 9. 1調剤 薬局
     大阪市阿倍野区天王寺町北二丁目常　勤:    2表取締役　信藤　正 新規 現存
     ９番８号 (薬       2) 平26. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150223-02124 阿倍野カイセイ薬局 〒545-0037 06-6653-3749株式会社満天　代表取竹内　聖子 平14. 9. 1調剤 薬局
     大阪市阿倍野区帝塚山一丁目２３常　勤:    2締役　渡辺　雄司 組織変更 現存
     番１４号 (薬       2) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150323-02140 阿倍野さくら薬局 〒545-0021 06-6622-4898有限会社さくらファー唐川　幸次 平15. 1. 1調剤 薬局
     大阪市阿倍野区阪南町三丁目３８常　勤:    1マシー　取締役　唐川 新規 現存
     番１３号 (薬       1)　幸次 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150423-02157 全快堂薬局 〒545-0023 06-6622-3106有限会社全快堂薬局　綛谷　康子 平15. 2. 1調剤 薬局
     大阪市阿倍野区王子町三丁目１番常　勤:    1代表取締役　綛谷　康 組織変更 現存
     ２２号 (薬       1)子 平27. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150523-02165 あい薬局 〒545-0001 06-6710-2248黄　懐龍 杉本　久惠 平16. 2. 1調剤 薬局
     大阪市阿倍野区天王寺町北三丁目常　勤:    3 組織変更 現存
     ４番１号 (薬       3) 平28. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150623-02173 セガミ薬局　あべのベ〒545-0052 06-6635-3268株式会社ココカラファ北崎　美桜 平16. 9. 1調剤 薬局
     ルタ店 大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目１常　勤:    1イン　ヘルスケア　代 移転 現存
     ０番１－１００号あべのベルタ地(薬       1)表取締役　塚本　厚志 平28. 9. 1
     下２階 非常勤:   29
     (薬      29)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150723-02181 すみれ薬局 〒545-0021 06-6622-8400 岡　利信 岡　久枝 平16.11. 1調剤 薬局
     大阪市阿倍野区阪南町二丁目５番常　勤:    1 組織変更 現存
     １３号 (薬       1) 平28.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
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 150823-02215 トモキ薬局 〒545-0021 06-4700-2100有限会社　トモキ薬局清水　裕子 平17. 4. 1調剤 薬局
     大阪市阿倍野区阪南町五丁目２５常　勤:    2　代表取締役　中山　 組織変更 現存
     番２３号 (薬       2)実 平29. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 150923-02223 トモキ駅前薬局 〒545-0014 06-6609-8808有限会社　トモキ薬局中山　恵 平17. 4. 1調剤 薬局
     大阪市阿倍野区西田辺町一丁目１常　勤:    2　代表取締役　中山　 組織変更 現存
     ７番１号 (薬       2)実 平29. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151023-02256 ファミリー薬局 〒545-0052 06-6658-4193有限会社アベノファー飯沼　由美 平17.10. 1調剤 薬局
     大阪市阿倍野区阿倍野筋五丁目１常　勤:    5マシー　取締役　松田 新規 現存
     １番２号 (薬       5)　久美子 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151123-02272 ゆかり薬局　美章園店〒545-0003 06-6624-7877有限会社グランセクル圓井　正彦 平18. 5. 1調剤 薬局
     大阪市阿倍野区美章園三丁目３番常　勤:    1　代表取締役　圓井　 新規 現存
     ４号 (薬       1)正彦 平30. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151223-02298 大有堂薬局 〒545-0023 06-6622-8547有限会社大有堂薬局　奥田　麻友美 平18. 6. 1調剤 薬局
     大阪市阿倍野区王子町一丁目４番常　勤:    1取締役　奥田　麻友美 移転 現存
     １１号 (薬       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151323-02314 コクミン薬局　大阪鉄〒545-0053 06-6625-5731株式会社コクミン　代上田　祥子 平18. 9. 1調剤 薬局
     道病院前店 大阪市阿倍野区松崎町一丁目２番常　勤:    7表取締役　絹巻　秀展 組織変更 現存
     ３０号 (薬       7) 平24. 9. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151423-02330 いとう漢方薬局 〒545-0022 06-6691-0022有限会社イトショウ　伊藤　晶史 平19. 3. 1調剤 薬局
     大阪市阿倍野区播磨町二丁目１番常　勤:    1代表取締役　伊藤　晶 新規 現存
     ３号 (薬       1)史 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151523-02355 保健薬局 〒545-0014 06-6691-4832 山　晃 山　晃 平19. 5.25調剤 薬局
     大阪市阿倍野区西田辺町二丁目２常　勤:    2 継承 現存
     番１７号 (薬       2) 平25. 5.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 151623-02389 コーナン薬局 〒545-0014 06-6131-8557株式会社コーナン薬局畚野　睦美 平20. 3. 1調剤 薬局
     大阪市阿倍野区西田辺町一丁目２常　勤:    2　代表取締役　石束　 新規 現存
     １番１３号サンパティーク西田辺(薬       2)卓巳 平26. 3. 1
     １階 非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151723-02397 スギ薬局　林寺店 〒545-0001 06-6710-3780株式会社スギ薬局　代上野　智広 平20. 9. 1調剤 薬局
     大阪市阿倍野区天王寺町北三丁目常　勤:    1表取締役　 原　栄一 組織変更 現存
     １１番４号 (薬       1) 平26. 9. 1
     非常勤:   25
     (薬      25)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151823-02405 みとう薬局　西田辺店〒545-0021 06-6690-4600みとうメディカル株式山田　聡 平20.12. 1調剤 薬局
     大阪市阿倍野区阪南町五丁目２４常　勤:    1会社　代表取締役　倉 新規 現存
     番２２号ツインハイツ栄和１階 (薬       1)岡　多 平26.12. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151923-02421 薬局ブルーム 〒545-0021 06-6606-8330メグコーポレート株式横田　寿美 平21. 5. 1調剤 薬局
     大阪市阿倍野区阪南町三丁目１０常　勤:    2会社　代表取締役　松 新規 現存
     番３号グレースコートシーダーバ(薬       2)山　恵美子 平27. 5. 1
     レーⅡ１Ｂ 非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152023-02470 クローバー薬局 〒545-0011 06-6621-9608ジョブ・クローバー株鹿村　聖子 平22. 9. 1調剤 薬局
     大阪市阿倍野区昭和町一丁目１９常　勤:    1式会社　代表取締役　 新規 現存
     番２２号昭和町ハイツ１階 (薬       1)高橋　郁夫 平28. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152123-02488 オレンジ薬局　阿倍野〒545-0051 06-4397-6665株式会社プチファーマ安原　沙耶香 平22. 9. 1調剤 薬局
     店 大阪市阿倍野区旭町一丁目１番１常　勤:    2シスト　代表取締役　 新規 現存
     ５号ＫＫアドバンスビル１階 (薬       2)柳生　美江 平28. 9. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152223-02512 コクミン薬局　あべの〒545-0052 06-6644-6835株式会社コクミン　代横田　早衣子 平23. 4. 4調剤 薬局
     キューズタウン店 大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目６常　勤:    2表取締役　絹巻　秀展 移転 現存
     番１号１０３ (薬       2) 平29. 4. 4
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 152323-02520 あがら薬局 〒545-0053 06-6625-5888有限会社ファミリー・平瀬　襄二 平23. 5. 1調剤 薬局
     大阪市阿倍野区松崎町１丁目２番常　勤:    2ファーマシー　代表取 新規 現存
     ８号天王寺都ホテル地下１階 (薬       2)締役　平瀬　襄二 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152423-02538 はるかぜ薬局　播磨町〒545-0022 06-4399-3330有限会社リエゾン　代信藤　幸恵 平23. 5. 1調剤 薬局
     店 大阪市阿倍野区播磨町１丁目２０常　勤:    2表取締役　信藤　正隆 新規 現存
     番１５号１Ｆ (薬       2) 平29. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152523-02553 そうごう薬局　あべの〒545-0052 06-6630-6705総合メディカル株式会岡部　晃光 平23. 6. 1調剤 薬局
     ベルタ店 大阪市阿倍野区阿倍野筋３丁目１常　勤:    1社　代表取締役　坂本 組織変更 現存
     ０番１号１００阿倍野スポーツセ(薬       1)　賢治 平29. 6. 1
     ンター西側１階 非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152623-02561 王子薬局 〒545-0023 06-6624-5880吉永　英昭 吉永　英昭 平23.11. 1調剤 薬局
     大阪市阿倍野区王子町４丁目３－常　勤:    1 新規 現存
     ２８ (薬       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152723-02579 あべのクオレ薬局 〒545-0052 06-6630-1010株式会社あべの薬局　野村　友嘉里 平23.12. 1調剤 薬局
     大阪市阿倍野区阿倍野筋３丁目１常　勤:    4代表取締役　生駒　忠 新規 現存
     ２番２－１００号 (薬       4)史 平29.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152823-02587 オリーブ薬局 〒545-0011 06-6657-6622株式会社ピープルリン山下　裕貴 平23.12. 7調剤 薬局
     大阪市阿倍野区昭和町５丁目１２常　勤:    5ク　代表取締役　奥小 新規 現存
     番１７号 (薬       5)路　裕麻 平29.12. 7
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152923-02595 みとう薬局　北畠店 〒545-0035 06-6622-2477みとうメディカル株式竹中　香陽子 平24. 2. 1調剤 薬局
     大阪市阿倍野区北畠１丁目１０番常　勤:    1会社　代表取締役　倉 新規 現存
     ６号北畠川邊ビル１階 (薬       1)岡　多 平30. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153023-02603 パステルファーマシー〒545-0011 06-6654-4712小湊　智晴 藤澤　覚 平24. 4. 1調剤 薬局
     　昭和町店 大阪市阿倍野区昭和町３丁目１０常　勤:    1 新規 現存
     番２４号 (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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 153123-02611 ＩＭＣあべの薬局 〒545-0051 06-6537-9935株式会社アイ・エム・藤原　若菜 平24. 5. 1調剤 薬局
     大阪市阿倍野区旭町１丁目１番２常　勤:    1シー　代表取締役　宮 新規 現存
     ７号三洋ビル１Ｆ (薬       1)本　桂次 平30. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153223-02637 キヨシ薬局 〒545-0034 06-6627-1789株式会社Ｋ‐ファーム中松　園美 平24. 7. 1調剤 薬局
     大阪市阿倍野区阿倍野元町６番１常　勤:    2ス　代表取締役　宮田 組織変更 現存
     号 (薬       2)　清 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153323-02660 オレンジ薬局　アポロ〒545-0052 06-6647-2530株式会社プチファーマ飯塚　由起 平25. 2. 1調剤 薬局
     店 大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目５常　勤:    1シスト　代表取締役　 新規 現存
     番３１号きんえいアポロビル１階(薬       1)柳生　美江 平25. 2. 1
     非常勤:   18
     (薬      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153423-02678 薬局マツモトキヨシ　〒545-0052 06-6636-1577株式会社マツモトキヨ鬼本　茜 平25. 4. 1調剤 薬局
     あべのキューズタウン大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目６常　勤:    5シ　代表取締役　大田 新規 現存
     店 番１号ヴィアあべのウォーク１０(薬       5)　貴雄 平25. 4. 1
     １区画 非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153523-02686 ヒノデ薬局 〒545-0001 06-4301-8856株式会社メディプラン掛水　知子 平25. 4. 1調剤 薬局
     大阪市阿倍野区天王寺町北２丁目常　勤:    2　代表取締役　藤田　 組織変更 現存
     ３１番９号１階 (薬       2)敏 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153623-02694 そうごう薬局　阿倍野〒545-0052 06-6628-5401総合メディカル株式会山脇　美希子 平25. 6. 1調剤 薬局
     店 大阪市阿倍野区阿倍野筋３丁目７常　勤:    2社　代表取締役　坂本 新規 現存
     番１５号タカヨシビル１Ｆ (薬       2)　賢治 平25. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153723-02702 スギ薬局　西田辺店 〒545-0014 06-6607-7710株式会社　スギ薬局　川本　淳彦 平25. 7. 1調剤 薬局
     大阪市阿倍野区西田辺町２丁目１常　勤:    2代表取締役　 原　栄 新規 現存
     １番１６号 (薬       2)一 平25. 7. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 153823-02728 あけぼの薬局　昭和町〒545-0021 06-6629-6164株式会社あけぼの関西若原　由香 平25. 8. 1調剤 薬局
     店 大阪市阿倍野区阪南町１丁目４６常　勤:    1　代表取締役　森　あ 組織変更 現存
     番２８号１Ｆ (薬       1)かね 平25. 8. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153923-02736 ときわ薬局 〒545-0053 06-4703-3995株式会社ねおファーマ川邉　智子 平25.10. 1調剤 薬局
     大阪市阿倍野区松崎町２丁目８番常　勤:    2シー　代表取締役　川 新規 現存
     １３号 (薬       2)邉　庄司 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154023-02744 カイセイ薬局 〒545-0052 06-6616-7820株式会社育星会　代表佐々木　理恵 平26. 3. 1調剤 薬局
     大阪市阿倍野区阿倍野筋２丁目４常　勤:    3取締役　飯田　彰 新規 現存
     番４４号１階 (薬       3) 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154123-02751 阪和薬局 〒545-0011 06-6622-5057株式会社杏仁堂　代表日髙　あかね 平26. 2. 1調剤 薬局
     大阪市阿倍野区昭和町１丁目１７常　勤:    1取締役　日髙　眞理 組織変更 現存
     番２９号１Ｆ (薬       1) 平26. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154223-02769 クオール薬局　天王寺〒545-0051 06-6630-6711クオール株式会社　代水村　未予 平26. 2. 1調剤 薬局
     店 大阪市阿倍野区旭町１丁目１番１常　勤:    7表取締役　中村　敬 移転 現存
     ０号竹澤ビル１階 (薬       7) 平26. 2. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154323-02777 らいふ薬局　あべの店〒545-0053 06-6623-2250ハートライフ株式会社白井　亮 平26. 4. 1調剤 薬局
     大阪市阿倍野区松崎町４丁目５番常　勤:    4　代表取締役　音地　 新規 現存
     ３７号笠井ビル１０１ (薬       4)幸雄 平26. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154423-02801 スギ薬局　昭和町駅前〒545-0021 06-4703-3601株式会社スギ薬局　代福岡　純 平26. 6. 2調剤 薬局
     店 大阪市阿倍野区阪南町２丁目１番常　勤:    2表取締役　 原　栄一 移転 現存
     １号和光ビル１階 (薬       2) 平26. 6. 2
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 154523-02819 センター薬局 〒545-0051 06-6636-9080有限会社センター薬局杉本　三季世 平26. 9. 1調剤 薬局
     大阪市阿倍野区旭町１丁目２番７常　勤:    6　取締役　坂上　透 移転 現存
     あべのメディックス１１０号 (薬       6) 平26. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154623-02835 みとう薬局　阪南店 〒545-0021 06-6621-8884みとうメディカル株式森下　直人 平26.11. 1調剤 薬局
     大阪市阿倍野区阪南町５丁目２１常　勤:    1会社　代表取締役　倉 新規 現存
     番１号ディグニティフォーム１Ｆ(薬       1)岡　多 平26.11. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154723-02843 調剤薬局セントバーナ〒545-0004 06-6621-3500株式会社みかど製作所元塚　武志 平27. 5. 1調剤 薬局
     ード 大阪市阿倍野区文の里２丁目１１常　勤:    3　代表取締役　團野　 新規 現存
     番２５号１階 (薬       3)光明 平27. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154823-02850 すこやか薬局 〒545-0021 06-6627-2255西谷　拓磨 西谷　拓磨 平27. 8. 1調剤 薬局
     大阪市阿倍野区阪南町１丁目５０常　勤:    1 新規 現存
     番９号 (薬       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154923-02868 アイン薬局　あべのハ〒545-6090 06-4703-3205株式会社アインファー安田　博子 平27.11. 1調剤 薬局
     ルカス店 大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目１常　勤:    8マシーズ　代表取締役 組織変更 現存
     番４３号あべのハルカス１７階 (薬       8)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155023-02876 キンキ薬局 〒545-0021 06-6624-2333株式会社キンキ薬局　橋本　繁人 平28. 3. 1調剤 薬局
     大阪市阿倍野区阪南町４丁目１番常　勤:    2代表取締役　空　浩子 組織変更 現存
     １９号１Ｆ (薬       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155123-02884 トモキ長池薬局 〒545-0014 06-4700-0222有限会社トモキ薬局　大下　真貴子 平28. 8. 1調剤 薬局
     大阪市阿倍野区西田辺町二丁目９常　勤:    2代表取締役　中山　実 移転 現存
     番７号　１階 (薬       2) 平28. 8. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155223-02918 しらかば薬局 〒545-0021 06-6696-1771みとうメディカル株式粕谷　真総 平29. 8. 1調剤 薬局
     大阪市阿倍野区阪南町５丁目２３常　勤:    1会社　代表取締役　倉 新規 現存
     番１５号西田辺林ビルディング１(薬       1)岡　多 平29. 8. 1
     階 非常勤:    6
     (薬       6)
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 155323-02926 ちーぷ阿倍野薬局 〒545-0021 06-6626-6130有限会社チープ薬局　吉村　洋子 平29.10. 1調剤 薬局
     大阪市阿倍野区阪南町１丁目５１常　勤:    2代表取締役　玉井　有 移転 現存
     番１１号 (薬       2)子 平29.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155423-02934 新世薬局　阿倍野店 〒545-0052 06-6115-6883株式会社テラ・ヘルス藤原　広和 平29.12. 1調剤 薬局
     大阪市阿倍野区阿倍野筋５丁目３常　勤:    1プロモーション　代表 組織変更 現存
     番２４号１階 (薬       1)取締役　赤松　優仁 平29.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155523-02942 ひだか薬局 〒545-0021 06-6624-8758株式会社杏仁堂　代表日髙　眞理 平30. 1. 1調剤 薬局
     大阪市阿倍野区阪南町１丁目２４常　勤:    1取締役　日髙　眞理 組織変更 現存
     番２３号 (薬       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155623-02959 ココカラファイン薬局〒545-0021 06-6629-3162株式会社ココカラファ道下　健 平30. 3. 1調剤 薬局
     　昭和町店 大阪市阿倍野区阪南町２丁目６番常　勤:    1インヘルスケア　代表 新規 現存
     １号 (薬       1)取締役　塚本　厚志 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155723-02967 かるがも薬局　文の里〒545-0011 06-6623-6712株式会社メディカルか中島　史子 平30. 4. 1調剤 薬局
     店 大阪市阿倍野区昭和町一丁目３番常　勤:    2るがも　代表取締役　 組織変更 現存
     ２８号 (薬       2)森　正彦 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155823-02975 かるがも薬局　昭和町〒545-0011 06-6628-8056株式会社メディカルか德山　菜名美 平30. 4. 1調剤 薬局
     店 大阪市阿倍野区昭和町一丁目２１常　勤:    1るがも　代表取締役　 組織変更 現存
     番２２号 (薬       1)森　正彦 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155924-00167 河村薬局 〒573-1146 072-857-6810河村　久光 河村　久光 昭39.11. 1調剤 薬局
     枚方市牧野阪一丁目２３番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156024-00258 恒川薬局 〒573-0084 072-831-0596恒川　壽雄 恒川　壽雄 昭44. 5. 1調剤 薬局
     枚方市香里丘１０－３４６８－４常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平 5. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 156124-00399 名村薬局 〒573-0164 072-856-7290名村　孝子 名村　孝子 昭49. 9. 1調剤 薬局
     枚方市長尾谷町三丁目１５番５号常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平28. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156224-00605 京阪薬局 〒573-1168 072-848-9061長谷川　潔子 長谷川　昌宏 昭50.12. 1調剤 薬局
     枚方市甲斐田東町２８番１号トッ常　勤:    2 新規 現存
     プセンター内 (薬       2) 平11.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156324-00647 河村薬局 〒573-1167 072-847-3888河村　久行 小島　弘子 昭51. 6. 1調剤 薬局
     枚方市甲斐田町５－３３ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156424-00738 伸光薬局 〒573-1165 072-840-3711伸光　株式会社　代表大野　恵以子 昭54. 5. 4調剤 薬局
     枚方市都丘町５－４ 常　勤:    2取締役　大野　恵以子 組織変更 現存
     (薬       2) 平30. 5. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156524-00811 くずはローズタウン薬〒573-1118 072-856-8560くずはローズタウン調中西　廣子 昭56. 9. 1調剤 薬局
     局 枚方市楠葉並木二丁目１番９号 常　勤:    2剤薬局有限会社　代表 新規 現存
     (薬       2)取締役　中西　光景 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156624-00894 三和薬局 〒573-0064 072-831-7219八賀　一平 八賀　克子 昭58. 3. 1調剤 薬局
     枚方市北中振三丁目２３番２号１常　勤:    1 新規 現存
     ０４ (薬       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156724-01017 ヒムロ薬局 〒573-0115 072-858-2514栁村　惠子 栁村　惠子 昭60. 4. 1調剤 薬局
     枚方市氷室台１－４１－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156824-01199 菊屋漢方薬局 〒573-1111 072-857-0277阿部　保男 阿部　保男 平元.10. 1調剤 薬局
     枚方市楠葉朝日二丁目１３番３号常　勤:    1 新規 現存
     ジョィフル楠葉１０１号 (薬       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156924-01215 サン藤阪調剤薬局 〒573-0152 072-850-7325有限会社サン藤阪調剤髙田　香織 平 2. 4. 1調剤 薬局
     枚方市藤阪中町１１番５号エイエ常　勤:    3薬局　代表取締役　森 新規 現存
     ヌビル１階 (薬       3)　敬子 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 157024-01256 東牧野薬局 〒573-1151 072-867-3812有限会社東牧野薬局　片岡　和恵 平 3. 4. 1調剤 薬局
     枚方市東牧野町３０－１１ 常　勤:    1代表取締役　岩本　昌 新規 現存
     (薬       1)英 平30. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157124-01264 サンプラザ調剤薬局 〒573-1112 072-856-8054株式会社サンプラザ加早川　智子 平 3. 4. 1調剤 薬局
     枚方市楠葉美咲三丁目２２番４－常　勤:    3地　代表取締役　加地 移転 現存
     １０２ (薬       3)　尚子 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157224-01389 三宅薬局 〒573-0146 072-858-7406三宅　喜栄 三宅　喜栄 平 6. 1. 1調剤 薬局
     枚方市大峰元町一丁目１０番１３常　勤:    1 新規 現存
     号 (薬       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157324-01496 キリン薬局 〒573-0135 072-859-6643株式会社タイセイメデ泉　和佳 平 7. 7. 1調剤 薬局
     枚方市春日元町一丁目２２番１号常　勤:    3ィカルサービス　代表 新規 現存
     (薬       3)取締役　大西　龍二 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157424-01520 牧野ダイイチ薬局 〒573-1141 072-866-7210有限会社　メディカル板場　恵美 平 8. 6. 1調剤 薬局
     枚方市養父西町３２番８号１０３常　勤:    2・ジャパン　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　亀田　雅子 平29. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157524-01553 辻本薬局 〒573-1164 072-848-7737辻本　良和 辻本　良和 平 9. 4. 1調剤 薬局
     枚方市須山町３９番３５号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157624-01579 ハイタッチ中宮薬局 〒573-0021 072-848-3635有限会社ハイタッチメ小倉　裕子 平 9. 6. 1調剤 薬局
     枚方市中宮西之町１５番２０号 常　勤:    5ディカル　代表取締役 新規 現存
     (薬       5)　野中　公二 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157724-01587 枚方ファミリー薬局 〒573-1192 072-890-2925有限会社カイドー　代古澤　容子 平 9. 9. 1調剤 薬局
     枚方市西禁野二丁目２番２５－１常　勤:    3表取締役　開道　幸子 新規 現存
     ０６号 (薬       3) 平24. 9. 1
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 157824-01637 枚方グローバル薬局 〒573-1133 072-850-1118有限会社グローバル薬藤川　太一 平10. 6. 1調剤 薬局
     枚方市招提元町二丁目２０５３－常　勤:    1局　代表取締役　川上 新規 現存
     １ (薬       1)　哲司 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157924-01645 渚ダイイチ薬局 〒573-1178 072-898-0378有限会社メディカル・杉井　真人 平10. 9. 1調剤 薬局
     枚方市渚西一丁目１８番１２号 常　勤:    4ジャパン　代表取締役 新規 現存
     (薬       4)　亀田　雅子 平28. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158024-01678 さくら薬局 〒573-1141 072-864-6700有限会社エステートさ宮澤　徹 平10.12. 1調剤 薬局
     枚方市養父西町２４番２５号 常　勤:    1くら　代表取締役　伊 新規 現存
     (薬       1)藤　寛 平28.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158124-01751 アサヒ薬局 〒573-1105 072-864-5454有限会社　東牧野薬局田中　健太 平12. 2. 1調剤 薬局
     枚方市南楠葉一丁目６番８号プレ常　勤:    3　代表取締役　岩本　 新規 現存
     ザントハウスビル１０４ (薬       3)昌英 平30. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158224-01801 かいだ薬局 〒573-0064 072-835-2025甲斐田　巖 甲斐田　巖 平12. 3. 1調剤 薬局
     枚方市北中振三丁目２８－７レジ常　勤:    1 新規 現存
     デンス藤Ｂ－１０５ (薬       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158324-01819 やまもと薬局 〒573-1146 072-855-8500有限会社　プロシード山本　浩嗣 平12. 6. 1調剤 薬局
     枚方市牧野阪一丁目１７番５号 常　勤:    1　代表取締役　山本　 新規 現存
     (薬       1)浩嗣 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158424-01827 ウシオ薬局 〒573-1133 072-809-8808株式会社　ドラッグス榎並　明子 平12. 8. 1調剤 薬局
     枚方市招提元町一丁目３６番３号常　勤:    2トアウシオ　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　平尾　耿介 平24. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158524-01843 メイプル薬局 〒573-1142 072-836-3888有限会社　メディカル永田　重幸 平12. 9. 1調剤 薬局
     枚方市牧野下島町一丁目１３番１常　勤:    2・ジャパン　代表取締 新規 現存
     号マルエス牧野駅前グランドビル(薬       2)役　亀田　雅子 平24. 9. 1
     ３階３０２ 非常勤:    1
     (薬       1)
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 158624-01942 はせ田薬局 〒573-0013 072-849-8870有限会社はせ田　取締長谷田　美津子 平13. 6. 1調剤 薬局
     枚方市星丘四丁目１７番１０号 常　勤:    3役　長谷田　美津子 組織変更 現存
     (薬       3) 平25. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158724-02031 マルゼンくずは薬局 〒573-1115 072-850-6288株式会社ウエバ　代表濃添　幸枝 平13.10. 1調剤 薬局
     枚方市東船橋一丁目１７番地２ 常　勤:    1取締役　上羽　敏明 新規 現存
     (薬       1) 平25.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158824-02056 常盤漢方薬局 〒573-1118 072-867-9600常磐漢方株式会社　代四方　栄一 平14. 1. 1調剤 薬局
     枚方市楠葉並木二丁目３９番１号常　勤:    1表取締役　清水　恵子 新規 現存
     (薬       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158924-02072 山路薬局 〒573-0064 072-835-6508株式会社　山路薬局　落合　恵子 平14. 1. 1調剤 薬局
     枚方市北中振一丁目２２番１号 常　勤:    2代表取締役　山路　勝 組織変更 現存
     (薬       2)也 平26. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159024-02106 サンプラザ調剤薬局 〒573-1146 072-850-5115株式会社サンプラザ加小野　敦美 平14. 6. 1調剤 薬局
     枚方市牧野阪二丁目５番１号上羽常　勤:    2地　代表取締役　加地 新規 現存
     ビル１階 (薬       2)　尚子 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159124-02148 サンプラザ薬局 〒573-0127 072-896-1113株式会社サンプラザ加中谷　倫子 平14. 6. 6調剤 薬局
     枚方市津田元町一丁目３番１２号常　勤:    4地　代表取締役　加地 組織変更 現存
     岡本ビル１階 (薬       4)　尚子 平26. 6. 6
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159224-02171 レインボー薬局 〒573-0162 072-864-5525株式会社　大阪レイン金本　新花 平14.11. 1調剤 薬局
     枚方市長尾西町一丁目２０番７号常　勤:    2ボー薬局　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　木下　康昭 平26.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 159324-02189 ＯＧＰ薬局　津田店 〒573-0126 072-897-1900株式会社オージープラ瀧本　圭 平14.12. 1調剤 薬局
     枚方市津田西町一丁目１０番１号常　勤:    3ン　代表取締役　横山 新規 現存
     (薬       3)　亮一 平26.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159424-02197 薬膳薬局 〒573-0106 072-859-9611加藤　英俊 境　真理 平14.12. 1調剤 薬局
     枚方市長尾台一丁目１番１号エク常　勤:    1 新規 現存
     スペリエンス１０３号 (薬       1) 平26.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159524-02254 みどり薬局 〒573-1105 072-857-3732多田　淑子 多田　淑子 平15. 5. 1調剤 薬局
     枚方市南楠葉一丁目１４番３号 常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159624-02296 サンプラザ薬局 〒573-0027 072-843-8305株式会社サンプラザ加梅垣　明 平15.11. 1調剤 薬局
     枚方市大垣内町一丁目１番９号 常　勤:    3地　代表取締役　加地 移転 現存
     (薬       3)　尚子 平27.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159724-02312 アルファ薬局 〒573-0064 072-802-3741有限会社エスティエス岡藤　訓子 平16. 1. 1調剤 薬局
     枚方市北中振三丁目２０番３６号常　勤:    2　代表取締役　榊原　 組織変更 現存
     秋山ビル１０３号 (薬       2)貞雄 平28. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159824-02320 さくら保健薬局 〒573-1197 072-805-5300株式会社テラ・ヘルス菊池　礼子 平16. 3. 1調剤 薬局
     枚方市禁野本町二丁目１４番６号常　勤:    3プロモーション　代表 新規 現存
     メゾン・ニュアージュ１階 (薬       3)取締役　赤松　優仁 平28. 3. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 159924-02353 もみじ薬局 〒573-1124 072-864-0752有限会社エステートさ大江　辰也 平16. 4. 1調剤 薬局
     枚方市養父東町６４－１ 常　勤:    4くら　代表取締役　伊 新規 現存
     (薬       4)藤　寛 平28. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 160024-02361 ドラッグストアアカカ〒573-1192 072-849-4193株式会社アカカベ　代國行　美和子 平16. 5. 1調剤 薬局
     ベ禁野薬局 枚方市西禁野一丁目１番１２号 常　勤:    1表取締役　皆川　友夫 新規 現存
     (薬       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160124-02445 エルム薬局 〒573-0164 072-866-2700有限会社エルム薬局　郡　拓朗 平16.12. 1調剤 薬局
     枚方市長尾谷町二丁目１３番１６常　勤:    4代表取締役　木村　晴 新規 現存
     号 (薬       4)美 平28.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160224-02452 サンプラザ薬局 〒573-0125 072-859-2255有限会社サン薬局枚方山田　浩志 平16.12. 1調剤 薬局
     枚方市津田駅前一丁目１３番１号常　勤:    7　代表取締役　加地　 組織変更 現存
     プレッソ津田駅前１０６号 (薬       7)尚子 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160324-02460 サンプラザ調剤薬局 〒573-1103 072-867-1877有限会社サン薬局枚方川本　武司 平16.12. 1調剤 薬局
     枚方市楠葉野田一丁目１３番１号常　勤:    2　代表取締役　加地　 組織変更 現存
     サンパティーク樟葉１階１０１号(薬       2)尚子 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160424-02478 ファミリエ薬局　香里〒573-0084 072-837-7111有限会社　ファミリエ福薗　正啓 平17. 4. 1調剤 薬局
     ヶ丘店 枚方市香里ケ丘十丁目３７３２番常　勤:    2薬局　代表取締役　大 新規 現存
     地の１８ (薬       2)野木　光代 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160524-02502 プリン薬局 〒573-1143 072-867-0700有限会社　プリンメデ藤原　みゆき 平17. 4. 1調剤 薬局
     枚方市宇山町２番３号 常　勤:    1ィカル　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       1)和田　任弘 平29. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160624-02528 キリン堂薬局　東香里〒573-0075 072-860-0222株式会社　キリン堂　谷　奈緒子 平17. 8. 1調剤 薬局
     店 枚方市東香里二丁目２７番２１号常　勤:    1代表取締役　寺西　豊 新規 現存
     (薬       1)彦 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 160724-02536 サンプラザ薬局　宮之〒573-0022 072-898-7766有限会社　サンプラザ伊藤　敏樹 平17. 8. 1調剤 薬局
     阪 枚方市宮之阪三丁目９番３号アビ常　勤:    5薬局　代表取締役　加 組織変更 現存
     リオ宮之阪１０１号 (薬       5)地　尚子 平29. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160824-02551 アカカベ山之上薬局 〒573-0049 072-846-4193株式会社　アカカベ　佐藤　雅子 平17.10. 1調剤 薬局
     枚方市山之上北町７番１５号 常　勤:    1代表取締役　皆川　友 新規 現存
     (薬       1)夫 平29.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160924-02569 アカカベ茄子作薬局 〒573-0083 072-860-0045株式会社アカカベ　代古池　 士 平17.11. 1調剤 薬局
     枚方市茄子作北町３０番５号 常　勤:    1表取締役　皆川　友夫 新規 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161024-02601 サンプラザ薬局 〒573-1191 072-841-3110有限会社　サンプラザ井上　恵美 平17.12. 1調剤 薬局
     枚方市新町一丁目７番４４号南ビ常　勤:    2薬局　代表取締役　加 新規 現存
     ル１階 (薬       2)地　尚子 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161124-02619 なの花薬局　枚方店 〒573-1191 072-804-9006株式会社　共栄ファー伊藤　裕子 平17.12. 1調剤 薬局
     枚方市新町一丁目１０番５号 常　勤:    4マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       4)宇野　光裕 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161224-02627 しらゆり薬局 〒573-1191 072-846-8411株式会社メディカル一宮川　麗 平17.12. 1調剤 薬局
     枚方市新町一丁目９番６号松浦枚常　勤:    3光　代表取締役　野間 新規 現存
     方ビル１０１号 (薬       3)　誠司 平29.12. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161324-02635 阪神調剤薬局　京阪枚〒573-1191 072-804-5115株式会社阪神調剤薬局國吉　達也 平18. 1. 1調剤 薬局
     方店 枚方市新町一丁目１１番１２号 常　勤:    2　代表取締役　岩崎　 新規 現存
     (薬       2)壽毅 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 161424-02643 フラワー薬局　枚方店〒573-1191 072-841-1193株式会社メディカル一北川　文子 平18. 1. 1調剤 薬局
     枚方市新町一丁目９番６号松浦枚常　勤:   11光　代表取締役　野間 新規 現存
     方ビル３０１号 (薬      11)　誠司 平30. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161524-02650 ドレミ薬局 〒573-1106 072-864-2929岩瀬　敦彦 岩瀬　敦彦 平18. 2. 1調剤 薬局
     枚方市町楠葉一丁目６番２５号　常　勤:    1 新規 現存
     寺山ビル１０１ (薬       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161624-02668 マックス薬局 〒573-0105 072-859-8281勝本　久子 勝本　久子 平18. 2. 1調剤 薬局
     枚方市長尾東町一丁目３１番２０常　勤:    1 新規 現存
     号 (薬       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161724-02684 出口薬局 〒573-0065 072-802-0134有限会社　出口薬局　松永　光樹 平18. 1. 1調剤 薬局
     枚方市出口四丁目５２番１号 常　勤:    3取締役　串岡　慎吾 組織変更 現存
     (薬       3) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161824-02692 枚方シルク薬局 〒573-1191 072-861-2880株式会社コクミン　代竹谷　和晃 平18. 1.21調剤 薬局
     枚方市新町一丁目２番３号枚方テ常　勤:    2表取締役　絹巻　秀展 組織変更 現存
     イクツウビル１階 (薬       2) 平30. 1.21
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161924-02700 ユタカ薬局くずは 〒573-1122 072-836-0133株式会社ユタカファー朝倉　祥吾 平18. 4. 1調剤 薬局
     枚方市西船橋二丁目５番１号 常　勤:    3マシー　代表取締役社 新規 現存
     (薬       3)長　羽田　洋行 平30. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162024-02718 すずらん薬局 〒573-0051 072-846-2731株式会社ユニハイム　石濱　仁 平18. 4. 1調剤 薬局
     枚方市三矢町５番１８号メゾン枚常　勤:    1代表取締役　石濱　仁 新規 現存
     方１階 (薬       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162124-02734 ウェルファルマ薬局 〒573-0126 072-897-7719有限会社ウェルファル入江　晃 平18. 8. 1調剤 薬局
     枚方市津田西町一丁目２９番６号常　勤:    2マ　取締役　衣川　光 移転 現存
     (薬       2)子 平24. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
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 162224-02759 アイ薬局 〒573-1133 072-864-1919有限会社イーストレイ長岡　裕二 平18.12. 1調剤 薬局
     枚方市招提元町一丁目１５６０番常　勤:    2ク　代表取締役　米田 新規 現存
     地 (薬       2)　眞理子 平24.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162324-02767 くるみ薬局 〒573-0022 072-890-0005ベガファーマ株式会社五藤　陽一郎 平19. 1. 1調剤 薬局
     枚方市宮之阪三丁目６番３１号１常　勤:    4　代表取締役　久野　 新規 現存
     ０２号 (薬       4)泰弘 平25. 1. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162424-02775 枚方マルゼン薬局 〒573-1192 072-848-4189株式会社枚方マルゼン尾本　保昌 平19. 2. 1調剤 薬局
     枚方市西禁野二丁目４６番６号 常　勤:    3薬局　代表取締役　尾 組織変更 現存
     (薬       3)本　保昌 平25. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162524-02783 サンプラザ薬局　山田〒573-0001 072-866-0026有限会社サンプラザ薬北尾　清和 平19. 8. 1調剤 薬局
     池 枚方市田口山二丁目３１番１１号常　勤:    2局　代表取締役　加地 新規 現存
     (薬       2)　尚子 平25. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162624-02809 あおい薬局　くずは店〒573-1106 072-864-0186株式会社Ｒ＆Ｅ　ｍｅ山本　彩愛 平19. 9. 1調剤 薬局
     枚方市町楠葉一丁目３番３号マー常　勤:    2ｄｉｃａｌ　代表取締 新規 現存
     ブルコート楠葉１０１号 (薬       2)役　前田　久志 平25. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162724-02817 アシスト薬局　中宮店〒573-1196 072-849-7771有限会社アシスト　代多和　由貴子 平19.10. 1調剤 薬局
     枚方市中宮本町７番１２号シャン常　勤:    2表取締役　小川　正起 新規 現存
     テ中宮Ⅱ１０１号 (薬       2) 平25.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162824-02825 サエラ薬局　くずは駅〒573-1121 072-836-3255株式会社サエラ　代表八木　麻衣 平19.10. 1調剤 薬局
     前店 枚方市楠葉花園町１１番３－１０常　勤:    2取締役　小池　由久 新規 現存
     ２号 (薬       2) 平25.10. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 162924-02841 牧野あおば薬局 〒573-1142 072-855-0828株式会社ウエバ　代表寺嶋　博美 平19.11. 1調剤 薬局
     枚方市牧野下島町１５番２１号 常　勤:    1取締役　上羽　敏明 新規 現存
     (薬       1) 平25.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163024-02858 スマイル薬局　長尾店〒573-0163 072-864-1155有限会社スマイルメデ森　純吾 平19.10. 1調剤 薬局
     枚方市長尾元町二丁目１番１２号常　勤:    4ィカル　代表取締役　 移転 現存
     (薬       4)影山　健 平25.10. 1
     非常勤:   10
     (医       1)
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163124-02932 いざき薬局 〒573-1114 072-864-0716株式会社ユニハイム　井崎　重文 平20. 7. 1調剤 薬局
     枚方市東山一丁目５７番５号山岡常　勤:    2代表取締役　石濱　仁 新規 現存
     ビル１階 (薬       2) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163224-02940 アシスト薬局　招提店〒573-1152 072-814-9068有限会社アシスト　代野田　秀規 平20. 7. 1調剤 薬局
     枚方市招提中町二丁目１番３号 常　勤:    2表取締役　小川　正起 新規 現存
     (薬       2) 平26. 7. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163324-02965 南くずは薬局 〒573-1105 072-851-3000株式会社泰山　代表取山本　 人 平20. 9. 1調剤 薬局
     枚方市南楠葉一丁目１番３０号 常　勤:    2締役　山本　泰人 新規 現存
     (薬       2) 平26. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163424-02973 メイプル薬局　津田店〒573-0122 072-859-0882有限会社メディカル・髙橋　徹 平20.10. 1調剤 薬局
     枚方市津田東町三丁目２番２７号常　勤:    5ジャパン　代表取締役 新規 現存
     (薬       5)　亀田　雅子 平26.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163524-03005 バンビ薬局 〒573-0047 072-844-0911 川　弘基 川　弘基 平20.11. 1調剤 薬局
     枚方市山之上四丁目５－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163624-03039 オレンジ薬局　枚方店〒573-1195 072-805-5771株式会社プチファーマ梅木　重和 平21. 4. 1調剤 薬局
     枚方市中宮東之町１４番１４号ナ常　勤:    1シスト　代表取締役　 新規 現存
     ウロード中宮１階 (薬       1)柳生　美江 平27. 4. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
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 163724-03047 スマイル薬局　磯島店〒573-1187 072-898-6667有限会社スマイルメデ二村　陽子 平21. 4. 1調剤 薬局
     枚方市磯島元町４番８－１０１号常　勤:    1ィカル　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)影山　健 平27. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163824-03096 みつばち薬局 〒573-1118 072-850-8811細井　宏泰 細井　宏泰 平21. 6. 1調剤 薬局
     枚方市楠葉並木二丁目１９番１号常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平27. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163924-03104 サンプラザ薬局枚方南〒573-0032 072-846-7520有限会社サン薬局枚方髙野　裕哉 平21. 9. 1調剤 薬局
     口 枚方市岡東町１８番１５号藤白・常　勤:    5　代表取締役　加地　 新規 現存
     戎ビル１階 (薬       5)尚子 平27. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164024-03120 サンプラザ薬局　天の〒573-0027 072-844-2300有限会社サン薬局枚方平尾　実加 平21.11. 1調剤 薬局
     川 枚方市大垣内町二丁目１７番１０常　勤:    4　代表取締役　加地　 新規 現存
     号 (薬       4)尚子 平27.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164124-03153 きららみらい薬局 〒573-1116 072-809-6505株式会社Ｊ．みらいメ久保　尚子 平22. 1. 1調剤 薬局
     枚方市船橋本町二丁目５２ 常　勤:    2ディカル　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       2)　串田　ゆか 平28. 1. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164224-03179 アピス薬局　枚方店 〒573-1137 072-864-0351株式会社アピスファー田村　操 平22. 1. 1調剤 薬局
     枚方市西招提町２２３３番６ 常　勤:    1マシー　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       1)川越　敏章 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164324-03195 長尾宮前薬局 〒573-0107 072-897-5855山浦　政志 山浦　政志 平22. 4. 1調剤 薬局
     枚方市長尾宮前一丁目１番５ー１常　勤:    1 新規 現存
     ０２号 (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 164424-03237 アシスト薬局　山之上〒573-0047 072-841-0051有限会社　アシスト　樋上　恭子 平22. 6. 1調剤 薬局
     店 枚方市山之上二丁目８番１２号 常　勤:    1代表取締役　小川　正 新規 現存
     (薬       1)起 平28. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164524-03245 ひかり薬局 〒573-0086 072-837-1555株式会社　エーシー　 田　博俊 平22. 6. 1調剤 薬局
     枚方市香里園町９－１９　ナーデ常　勤:    1代表取締役　道下　玄 新規 現存
     ィス１階 (薬       1)三 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164624-03252 ツバサ薬局　香里ヶ丘〒573-0084 072-853-3007株式会社オフィスケン上芝　栄美 平23. 3. 1調剤 薬局
     店 枚方市香里ケ丘三丁目１１番１号常　勤:    1　代表取締役　影山　 新規 現存
     コノバ香里ヶ丘Ｂ棟１１５ (薬       1)健 平29. 3. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164724-03260 サンプラザ薬局中宮 〒573-1196 072-805-3567有限会社サンプラザ薬原田　純 平23. 4. 1調剤 薬局
     枚方市中宮本町１７番８号 常　勤:    2局　代表取締役　加地 新規 現存
     (薬       2)　尚子 平29. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164824-03278 アイランド薬局　枚方〒573-0032 072-846-2171アポロメディカルホー酒井　真弓 平23. 4. 1調剤 薬局
     店 枚方市岡東町１２番３ひらかたサ常　勤:    1ルディングス株式会社 組織変更 現存
     ンプラザ３号館４０１号 (薬       1)　代表取締役　我妻　 平29. 4. 1
     非常勤:    4照男
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164924-03286 アイランド薬局　くず〒573-1105 072-864-5295アポロメディカルホー戸倉　なおみ 平23. 4. 1調剤 薬局
     は店 枚方市南楠葉１丁目２２番６号 常　勤:    1ルディングス株式会社 組織変更 現存
     (薬       1)　代表取締役　我妻　 平29. 4. 1
     非常勤:    6照男
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165024-03294 ツバサ薬局　津田店 〒573-0126 072-897-5770株式会社ウイングメデ鈴　清幸 平23. 4. 1調剤 薬局
     枚方市津田西町３丁目１７－２－常　勤:    2ィカル　代表取締役　 組織変更 現存
     １０１ (薬       2)影山　健 平29. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 165124-03310 サンプラザ調剤薬局 〒573-0032 072-845-2238株式会社サンプラザ加原　香織 平23. 7. 1調剤 薬局
     枚方市岡東町１２番１－３０７ 常　勤:    8地　代表取締役　加地 組織変更 現存
     (薬       8)　尚子 平29. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165224-03336 レインボー薬局 〒573-0073 072-860-1025株式会社大阪レインボ大濵　顕二 平23. 9. 1調剤 薬局
     枚方市高田２丁目１４－８－１０常　勤:    1ー薬局　代表取締役　 新規 現存
     １ (薬       1)木下　康昭 平29. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165324-03351 枚方のぞみ薬局 〒573-0047 072-861-6340ケイズ株式会社　代表安部　裕美子 平23. 9. 1調剤 薬局
     枚方市山之上３丁目２－３６ 常　勤:    2取締役　佐藤　望 組織変更 現存
     (薬       2) 平29. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165424-03385 ホーセイ薬局　出口店〒573-0065 072-802-3123有限会社ホーセイ薬局吉岡　大樹 平23.10. 1調剤 薬局
     枚方市出口２丁目１４番３号 常　勤:    2　代表取締役　吉岡　 移転 現存
     (薬       2) 彦 平29.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165524-03401 植村薬局 〒573-0031 072-841-2738植村　明代 植村　明代 平23.12. 1調剤 薬局
     枚方市岡本町２－１ 常　勤:    4 継承 現存
     (薬       4) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165624-03419 アピス薬局　中宮店 〒573-0021 072-805-5450株式会社アピスファー谷口　瑞穂 平23.12. 5調剤 薬局
     枚方市中宮西之町３－１ 常　勤:    6マシー　代表取締役　 移転 現存
     (薬       6)川越　敏章 平29.12. 5
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165724-03435 ひよこ薬局 〒573-1162 072-845-5557有限会社純薬　取締役 口　寛 平24. 1. 1調剤 薬局
     枚方市田口３丁目１－２コイデビ常　勤:    3　柏木　悦徳 新規 現存
     ル２階 (薬       3) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165824-03443 ロイヤル薬局 〒573-1182 072-805-6666株式会社日本メディッ西本　昌司 平24. 6. 1調剤 薬局
     枚方市御殿山町１０－２９ 常　勤:    2ク　代表取締役　平原 新規 現存
     (薬       2)　正昭 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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 165924-03450 アピス薬局　枚方市駅〒573-0032 072-804-3501株式会社アピスファー川田　なおみ 平24. 6. 1調剤 薬局
     店 枚方市岡東町１４－４３田口ビル常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     １階 (薬       1)川越　敏章 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166024-03484 タカラ薬局 〒573-0053 072-843-8230太田　文二 太田　文二 平24. 6. 1調剤 薬局
     枚方市伊加賀南町５－４ 常　勤:    2 移転 現存
     (薬       2) 平30. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166124-03492 クオール薬局　くずは〒573-1106 072-866-2116クオール株式会社　代井上　梢子 平24. 7. 1調剤 薬局
     店 枚方市町楠葉１丁目５－１婦喜屋常　勤:    4表取締役　中村　敬 組織変更 現存
     ビル１階 (薬       4) 平24. 7. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166224-03500 クオール薬局藤阪元町〒573-0157 072-855-0871クオール株式会社　代福永　英之 平24. 7. 1調剤 薬局
     店 枚方市藤阪元町３丁目３５－１ 常　勤:    1表取締役　中村　敬 組織変更 現存
     (薬       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166324-03526 へいせい薬局 〒573-1196 072-848-7900有限会社　平成会　取金田　右季 平24. 7. 1調剤 薬局
     枚方市中宮本町４－９ 常　勤:    2締役　岩城　大介 移転 現存
     (薬       2) 平24. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166424-03534 かれん薬局 〒573-0047 072-396-6308株式会社レムリア　代山室　裕子 平24. 8. 1調剤 薬局
     枚方市山之上４丁目１－２ 常　勤:    1表取締役　山室　裕子 新規 現存
     (薬       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166524-03567 しろくま薬局 〒573-0084 072-800-5607恒康堂株式会社　代表中瀬　実穗 平24.11. 1調剤 薬局
     枚方市香里ケ丘１２丁目２３－９常　勤:    1取締役　中瀬　佐知夫 組織変更 現存
     (薬       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 166624-03575 恒康堂薬局 〒573-0055 072-841-0325恒康堂株式会社　代表中瀬　佐知夫 平24.11. 1調剤 薬局
     枚方市伊加賀本町１番１６号 常　勤:    1取締役　中瀬　佐知夫 組織変更 現存
     (薬       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166724-03609 青葉薬局 〒573-1191 072-844-9600株式会社葵調剤　代表谷　伸子 平25. 3. 1調剤 薬局
     枚方市新町１丁目７－７ 常　勤:    2取締役　生駒　忠史 新規 現存
     (薬       2) 平25. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166824-03617 うめ薬局　星ヶ丘店 〒573-0013 072-805-9119有限会社ツバイ　代表曽我部　義明 平25. 4. 1調剤 薬局
     枚方市星丘２丁目３７－１２ 常　勤:    4取締役　中村　和也 新規 現存
     (薬       4) 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166924-03625 マリーンかもめ薬局　〒573-1146 072-864-0203株式会社セレネファー井川　展世 平25. 5. 1調剤 薬局
     牧野店 枚方市牧野阪２丁目３－１１ 常　勤:    1マシー　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       1)松山　朋生 平25. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167024-03633 メイプル薬局　枚方店〒573-0032 072-861-7888有限会社メディカル・垣内　由佳 平25. 6. 1調剤 薬局
     枚方市岡東町１４－４８やまぐち常　勤:    3ジャパン　代表取締役 新規 現存
     ビル２Ｆ (薬       3)　亀田　雅子 平25. 6. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167124-03641 きららみらい薬局 〒573-0052 072-861-5065株式会社Ｊ．みらいメ宮川　大 平25. 5. 7調剤 薬局
     枚方市枚方元町７番１６号ハヤロ常　勤:    3ディカル　代表取締役 移転 現存
     ク公園ビル１階 (薬       3)　串田　ゆか 平25. 5. 7
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167224-03666 ＩＭＣまきの薬局 〒573-1135 072-808-7100株式会社アイ・エム・赤井　雅子 平25. 9. 1調剤 薬局
     枚方市招提平野町５－２２ 常　勤:    1シー　代表取締役　宮 新規 現存
     (薬       1)本　桂次 平25. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 167324-03682 すずらん薬局　くずは〒573-1111 072-864-0282株式会社ユニハイム　永谷　芳弘 平25.11. 1調剤 薬局
     店 枚方市楠葉朝日３丁目６－２５ 常　勤:    2代表取締役　石濱　仁 新規 現存
     (薬       2) 平25.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167424-03690 きららみらい薬局 〒573-0063 072-837-5765株式会社Ｊ．みらいメ秋山　幸輝 平25.10.28調剤 薬局
     枚方市走谷２丁目３１番１号 常　勤:    3ディカル　代表取締役 移転 現存
     (薬       3)　串田　ゆか 平25.10.28
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167524-03708 そうごう薬局　光善寺〒573-0064 072-834-3177総合メディカル株式会田中　和範 平26. 3. 1調剤 薬局
     店 枚方市北中振３丁目２４－３１Ｋ常　勤:    1社　代表取締役　坂本 組織変更 現存
     Ｙビル１Ｆ (薬       1)　賢治 平26. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167624-03716 クオール薬局　枚方広〒573-0082 072-860-1789クオール株式会社　代重森　加奈子 平26. 4. 1調剤 薬局
     野店 枚方市茄子作東町２６番１５号 常　勤:    1表取締役　中村　敬 新規 現存
     (薬       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167724-03732 船橋薬局 〒573-1115 072-807-4193株式会社メティスファ勢力　美由樹 平26. 8. 1調剤 薬局
     枚方市東船橋１丁目８５－１ 常　勤:    1ーマ　代表取締役　勢 新規 現存
     (薬       1)力　勝昌 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167824-03740 アカカベ薬局　星丘店〒573-0013 072-898-1157株式会社アカカベ　代西口　宏一 平26. 8. 1調剤 薬局
     枚方市星丘３丁目６－３５ 常　勤:    1表取締役　皆川　友夫 組織変更 現存
     (薬       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167924-03757 アカカベ香里薬局 〒573-0074 072-854-3193株式会社アカカベ　代西面　博城 平26. 8. 1調剤 薬局
     枚方市東香里南町３－１２ 常　勤:    1表取締役　皆川　友夫 組織変更 現存
     (薬       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 168024-03765 株式会社ナチュラルフ〒573-0093 072-832-8070株式会社ナチュラルフ三牧　敬子 平26. 8. 1調剤 薬局
     ァーマシーファミリー枚方市東中振１丁目７－１３ 常　勤:    1ァーマシー　代表取締 組織変更 現存
     薬局 (薬       1)役　三牧　敬子 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168124-03773 ひらかた市民薬局 〒573-1197 072-805-3550株式会社テラ・ヘルス北　友明 平26. 9. 1調剤 薬局
     枚方市禁野本町２丁目１５－２ 常　勤:    4プロモーション　代表 新規 現存
     (薬       4)取締役　赤松　優仁 平26. 9. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168224-03781 そうごう薬局　香里ヶ〒573-0084 072-854-0801総合メディカル株式会林　勇祐 平26. 9. 1調剤 薬局
     丘店 枚方市香里ケ丘６丁目８番 常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平26. 9. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168324-03799 すずらん薬局　むらの〒573-0016 072-805-3555株式会社ユニハイム　樋口　智之 平26.10. 1調剤 薬局
     店 枚方市村野本町７－２５ 常　勤:    2代表取締役　石濱　仁 新規 現存
     (薬       2) 平26.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168424-03807 ファルコはやぶさ薬局〒573-1197 072-845-6831株式会社ファルコファ池見　有佳子 平26.10. 1調剤 薬局
     　市立ひらかた病院前枚方市禁野本町２丁目１５－３ 常　勤:    1ーマシーズ　代表取締 新規 現存
     店 (薬       1)役　松原　宣正 平26.10. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168524-03815 ユタカ薬局　西招提 〒573-1137 072-864-0141株式会社ユタカファー武内　美由紀 平26.11. 1調剤 薬局
     枚方市西招提町１２５０番１ 常　勤:    2マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)羽田　洋行 平26.11. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168624-03823 ながい薬局　東山店 〒573-1114 072-809-2290株式会社ＡＰＯＴＨＥ塩田　大輔 平26.10. 1調剤 薬局
     枚方市東山１丁目４９－３２木村常　勤:    4ＫＥ　代表取締役　長 組織変更 現存
     マンション１０１号室 (薬       4)井　隆 平26.10. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 168724-03831 阪神調剤薬局　枚方店〒573-1197 072-805-3733株式会社阪神調剤薬局杉町　希美 平26. 9.24調剤 薬局
     枚方市禁野本町１丁目８－１６禁常　勤:    1　代表取締役　岩崎　 移転 現存
     野ハイツ１０１号室 (薬       1)壽毅 平26. 9.24
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168824-03849 だいいち薬局 〒573-0048 072-896-9381株式会社ファーストメ竹原　信子 平27. 1. 1調剤 薬局
     枚方市山之上西町３２－１４ 常　勤:    2ディカル　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　竹原　潤 平27. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 168924-03856 サンヨー堂薬局 〒573-0032 072-846-7865舩曳　佳代子 舩曳　佳代子 平27. 1. 1調剤 薬局
     枚方市岡東町１７－５ 常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169024-03872 きららみらい薬局 〒573-1183 072-849-9900株式会社Ｊ．みらいメ越田　直美 平27. 3. 1調剤 薬局
     枚方市渚南町２６－２８ユニライ常　勤:    1ディカル　代表取締役 移転 現存
     フ御殿山１０３号室 (薬       1)　串田　ゆか 平27. 3. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169124-03880 ファルコはやぶさ薬局〒573-0084 072-860-7162株式会社ファルコファ濵　正好 平27. 4. 1調剤 薬局
     　香里ヶ丘店 枚方市香里ケ丘２丁目１－６トッ常　勤:    2ーマシーズ　代表取締 組織変更 現存
     プワールド香里ヶ丘２階 (薬       2)役　松原　宣正 平27. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169224-03898 ココ薬局 〒573-0031 06-6764-7840株式会社カンソウ　代香川　由美子 平27. 7. 1調剤 薬局
     枚方市岡本町１０－３３－１０２常　勤:    1表取締役　鍋島　弘美 新規 現存
     (薬       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169324-03906 シンポ薬局 〒573-1197 072-840-3020 橋　一晃 橋　一晃 平27. 5.27調剤 薬局
     枚方市禁野本町１丁目８－１４ 常　勤:    2 継承 現存
     (薬       2) 平27. 5.27
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 169424-03914 中川薬局　枚方店 〒573-1197 072-896-5751株式会社グラム　代表緒方　法子 平27. 7. 1調剤 薬局
     枚方市禁野本町２丁目７－２５ル常　勤:    1取締役　中川　一光 新規 現存
     チルⅠ　１０１ (薬       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169524-03922 みかん薬局 〒573-0162 072-864-1132株式会社ａ．ｉ．ｕ　松下　祐香理 平27. 9. 1調剤 薬局
     枚方市長尾西町２丁目１０－２２常　勤:    2代表取締役　山本　宣 組織変更 現存
     (薬       2)人 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169624-03930 きららみらい薬局 〒573-0086 072-834-0175株式会社Ｊ．みらいメ堀　佑一郎 平27.11. 1調剤 薬局
     枚方市香里園町９－２５メディカ常　勤:    4ディカル　代表取締役 新規 現存
     ルモール香里園１０１号室 (薬       4)　串田　ゆか 平27.11. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169724-03948 アイン薬局　枚方長尾〒573-0104 072-864-5337株式会社アインファー市川　裕己 平27.11. 1調剤 薬局
     店 枚方市長尾播磨谷１丁目３８７３常　勤:    3マシーズ　代表取締役 組織変更 現存
     －１ (薬       3)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169824-03955 アイン薬局　藤阪店 〒573-0154 072-894-8877株式会社アインファー寺脇　亜生子 平27.11. 1調剤 薬局
     枚方市王仁公園２－５６ 常　勤:    4マシーズ　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       4)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169924-03971 ツバサ薬局　星ヶ丘店〒573-0013 072-890-1367有限会社ウイングメデ松葉　大輔 平27.11. 1調剤 薬局
     枚方市星丘３丁目１－４８ 常　勤:    6ィカル　代表取締役　 移転 現存
     (薬       6)影山　典子 平27.11. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170024-03997 アカカベ長尾元町薬局〒573-0163 072-866-4194株式会社アカカベ　代森脇　雅也 平28. 2.29調剤 薬局
     枚方市長尾元町１丁目２１－４５常　勤:    1表取締役　皆川　友夫 移転 現存
     (薬       1) 平28. 2.29
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 170124-04011 アカカベ薬局　甲斐田〒573-1168 072-898-4193株式会社アカカベ　代福島　修輝 平28. 5. 1調剤 薬局
     東町店 枚方市甲斐田東町９番２号 常　勤:    1表取締役　皆川　友夫 新規 現存
     (薬       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170224-04029 ＯＧＰ薬局　枚方店 〒573-0023 072-861-1150株式会社オージープラ藤野　より子 平28. 7. 3調剤 薬局
     枚方市東田宮一丁目３番１１号 常　勤:    1ン　代表取締役　横山 移転 現存
     (薬       1)　亮一 平28. 7. 3
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170324-04037 安寿薬局 〒573-0117 072-897-6777株式会社文清堂　代表平井　正志 平28. 8. 1調剤 薬局
     枚方市杉三丁目１５番１号 常　勤:    2取締役　平井　正志 組織変更 現存
     (薬       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170424-04045 アカカベ薬局　枚方公〒573-0053 072-843-0930株式会社アカカベ　代上里　梓 平28.12. 1調剤 薬局
     園店 枚方市伊加賀南町８番８号 常　勤:    1表取締役　皆川　友夫 新規 現存
     (薬       1) 平28.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170524-04052 サンプラザ薬局くずは〒573-1106 072-800-1121有限会社サンプラザ薬土井　安寿香 平28.12. 1調剤 薬局
     駅前 枚方市町楠葉一丁目６番６くずは常　勤:    2局　代表取締役　加地 新規 現存
     サングリーンビル１０２号 (薬       2)　尚子 平28.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170624-04060 日本調剤　枚方薬局 〒573-0032 072-861-6578日本調剤株式会社　代藤島　卓也 平29. 4. 1調剤 薬局
     枚方市岡東町１５－２０ 常　勤:    1表取締役　三津原　博 組織変更 現存
     (薬       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170724-04078 サンライトなかよし薬〒573-0076 072-807-7073株式会社アクセスライ白木　重雄 平29. 4. 1調剤 薬局
     局　東香里店 枚方市東香里元町１０－３ 常　勤:    2フ　代表取締役　住川 移転 現存
     (薬       2)　奈美 平29. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 170824-04086 コーナン薬局 〒573-0057 072-861-7261株式会社コーナン薬局本西　有紀子 平29. 6. 1調剤 薬局
     枚方市堤町５－９　１Ｆ 常　勤:    1　代表取締役　石束　 新規 現存
     (薬       1)卓巳 平29. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170924-04094 ひまわり薬局　枚方店〒573-1197 072-805-2234一光株式会社　代表取町田　祐弓 平29. 7. 1調剤 薬局
     枚方市禁野本町１丁目１６－１北常　勤:    1締役　安藤　清光 新規 現存
     村ビル１０１号 (薬       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171024-04102 サンライトげんき薬局〒573-0076 072-896-5573株式会社アクセスライ篠谷　宏子 平29. 9. 1調剤 薬局
     　東香里店 枚方市東香里元町１３－１０ 常　勤:    1フ　代表取締役　住川 新規 現存
     (薬       1)　奈美 平29. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171124-04110 クオール薬局光善寺駅〒573-0064 072-837-0650クオール株式会社　代松本　朋代 平29. 9. 1調剤 薬局
     前店 枚方市北中振１丁目１７番１９号常　勤:    1表取締役　中村　敬 移転 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171224-04128 キリン堂薬局　津田駅〒573-0125 072-859-0600株式会社キリン堂　代池田　朋子 平29.11. 1調剤 薬局
     前店 枚方市津田駅前１丁目２８番５号常　勤:    1表取締役　寺西　豊彦 新規 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171324-04136 百薬堂薬局 〒573-0036 072-844-8440株式会社シール　代表氏原　晴子 平29.12. 1調剤 薬局
     枚方市伊加賀北町７番５２－１０常　勤:    1取締役　藤原　鈴子 組織変更 現存
     ２号 (薬       1) 平29.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171424-04144 ルル薬局 〒573-1197 072-840-3110株式会社シール　代表大橋　朝子 平29.12. 1調剤 薬局
     枚方市禁野本町１丁目８－１１ 常　勤:    1取締役　藤原　鈴子 組織変更 現存
     (薬       1) 平29.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   225 頁

 171524-04151 レインボー薬局 〒573-0156 072-807-7020株式会社大阪レインボ門脇　弘季 平30. 2. 1調剤 薬局
     枚方市藤阪南町２丁目６－１ 常　勤:    1ー薬局　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)木下　康昭 平30. 2. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171624-04169 サエラ薬局　牧野店 〒573-1134 072-836-0052株式会社サエラ　代表秋末　直樹 平30. 1. 1調剤 薬局
     枚方市養父丘二丁目１２番２４号常　勤:    6取締役　小池　由久 組織変更 現存
     (薬       6) 平30. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171724-04177 サエラ薬局　枚方店 〒573-1194 072-800-1941株式会社サエラ　代表山田　卓 平30. 2. 1調剤 薬局
     枚方市中宮北町１番１５号 常　勤:    1取締役　小池　由久 新規 現存
     (薬       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171824-04185 おりひめ薬局 〒573-1144 072-800-1753株式会社愛知メディッ山髙　一修 平30. 2. 1調剤 薬局
     枚方市牧野本町１丁目１０－２７常　勤:    1クス　代表取締役　植 新規 現存
     (薬       1)田　吉洋 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171924-04193 セイラス薬局 〒573-1118 072-808-7684メグコーポレート株式西垣　克昭 平30. 4. 1調剤 薬局
     枚方市楠葉並木２丁目２５－１０常　勤:    1会社　代表取締役　松 新規 現存
     (薬       1)山　恵美子 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172024-04201 そうごう薬局　長尾店〒573-0163 072-856-1011総合メディカル株式会堀江　聡 平30. 5. 1調剤 薬局
     枚方市長尾元町２丁目２２－１Ｔ常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     Ｍ－Ⅱビル１階 (薬       1)　賢治 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172124-04219 たんぽぽ薬局　香里ケ〒573-0084 072-860-3327たんぽぽ薬局株式会社岡野　政司 平30. 5. 7調剤 薬局
     丘店 枚方市香里ケ丘５丁目８番地３ 常　勤:    7　代表取締役　松野　 移転 現存
     (薬       7)英子 平30. 5. 7
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 172225-00289 サツキ薬局 〒563-0058 0727-51-4624サツキ薬品有限会社　宇髙　幹彦 昭48. 6. 1調剤 薬局
     池田市栄本町１０－８ 常　勤:    1代表取締役　宇髙　幹 新規 現存
     (薬       1)彦 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172325-00438 萩原薬局 〒563-0017 072-752-0056萩原　誠二 萩原　泰子 昭57. 1. 1調剤 薬局
     池田市伏尾台三丁目４番１－１１常　勤:    1 新規 現存
     ９伏尾台マンション１階 (薬       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172425-00461 大学薬局 〒563-0055 0727(51)4654株式会社大学薬局　代中村　圭子 昭60. 6. 3調剤 薬局
     池田市菅原町３番１－１１８号 常　勤:    2表取締役　中村　圭子 移転 現存
     (薬       2) 平30. 6. 3
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172525-00479 マスヤ薬局 〒563-0032 0727(61)8831山中　唯史 山中　唯史 昭60. 6.20調剤 薬局
     池田市石橋２－２－１４ 常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平30. 6.20
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172625-00545 平成漢方薬局 〒563-0024 0727(61)2637山中　正弘 山中　正弘 平 3. 6. 1調剤 薬局
     池田市鉢塚３－１５－２　メゾン常　勤:    1 新規 現存
     さつき１階－Ｆ (薬       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172725-00586 水月薬局 〒563-0024 0727-61-1997篠原　美恵子 篠原　美恵子 平 6. 1. 1調剤 薬局
     池田市鉢塚三丁目１０番１３号 常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172825-00644 こうだ薬局 〒563-0043 0727-53-7473有限会社アトランティ鴫田　和美 平 9. 9. 1調剤 薬局
     池田市神田一丁目１７番１３号 常　勤:    4ス　代表取締役　大西 新規 現存
     (薬       4)　俊広 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172925-00651 ヤマグチ薬局 〒563-0056 0727-53-0110株式会社ヤマグチ薬局山口　正之 平元.11. 1調剤 薬局
     池田市栄町１番１号阪急池田ブラ常　勤:    8　代表取締役　山口　 組織変更 現存
     ンマルシェ２番館１３１号 (薬       8)正之 平28.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   227 頁

 173025-00677 コスモ薬局 〒563-0022 072-750-0022シィティエス有限会社津田　洋美 平10. 9. 1調剤 薬局
     池田市旭丘一丁目１０番８号 常　勤:    1　取締役　小川　尚史 新規 現存
     (薬       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173125-00719 アルカ池田緑丘薬局 〒563-0026 072-760-4058株式会社　アルカ　代中井　佳代子 平12. 3. 1調剤 薬局
     池田市緑丘二丁目２番１８号 常　勤:    1表取締役　中島　康伸 新規 現存
     (薬       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173225-00727 豊島赤壁薬局 〒563-0036 0727-63-3525有限会社　赤壁薬局　冨士　理栄子 平12.12. 1調剤 薬局
     池田市豊島北二丁目３番１９号 常　勤:    1代表取締役　 　洋壽 組織変更 現存
     (薬       1) 平24.12. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173325-00735 石橋赤壁薬局 〒563-0032 0727-61-8038有限会社　赤壁薬局　西　カヨ子 平12.12. 1調剤 薬局
     池田市石橋一丁目１２番４号 常　勤:    1代表取締役　 　洋壽 組織変更 現存
     (薬       1) 平24.12. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173425-00750 たつなみ薬局 〒563-0041 0727-50-1221有限会社たつなみ　代安井　好次郎 平13. 4. 1調剤 薬局
     池田市満寿美町１番２６号 常　勤:    5表取締役　岡橋　義弘 新規 現存
     (薬       5) 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173525-00768 すまいる薬局 〒563-0023 072-761-2285山中　唯史 山中　泰幸 平13. 4. 1調剤 薬局
     池田市井口堂三丁目２番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173625-00800 もとにし薬局 〒563-0032 0727-61-8540本西　宣彦 本西　俊夫 平14. 4. 1調剤 薬局
     池田市石橋一丁目３番９号 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 173725-00842 たんぽぽ薬局　池田店〒563-0025 072-750-3961たんぽぽ薬局株式会社蜂屋　裕子 平15.11. 1調剤 薬局
     池田市城南一丁目７番１０号 常　勤:    6　代表取締役　松野　 新規 現存
     (薬       6)英子 平27.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173825-00891 くまさか薬局 〒563-0032 072-761-1030有限会社くまさか薬局熊坂　公志 平16. 5.10調剤 薬局
     池田市石橋一丁目９番１号宮下ビ常　勤:    2　代表取締役　熊坂　 移転 現存
     ル１階 (薬       2)公志 平28. 5.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173925-00917 天神赤壁薬局 〒563-0036 072-760-4320有限会社赤壁薬局　代 　洋壽 平16.11. 1調剤 薬局
     池田市豊島北二丁目３番１４号 常　勤:    1表取締役　 　洋壽 新規 現存
     (薬       1) 平28.11. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174025-00925 五月山薬局 〒563-0027 072-750-6300有限会社エムメディカ植田　晶子 平16.11. 1調剤 薬局
     池田市上池田一丁目１番２号 常　勤:    2ル　取締役　宮元　章 新規 現存
     (薬       2) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174125-00941 クローバー薬局 〒563-0023 072-760-5660ジョブ・クローバー株芝田　恵子 平17.12. 1調剤 薬局
     池田市井口堂一丁目１０番２２号常　勤:    2式会社　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)高橋　郁夫 平29.12. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174225-00958 ひむか薬局　池田店 〒563-0025 072-753-2094株式会社ひむかメディ中岡　真弓 平18. 4. 1調剤 薬局
     池田市城南三丁目１番１５－Ｂ－常　勤:    2カル　代表取締役　永 新規 現存
     １０１ (薬       2)田　寛之 平30. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174325-00990 ひむか薬局　城南店 〒563-0025 072-752-8862株式会社ひむかメディ田中　啓子 平20. 4. 1調剤 薬局
     池田市城南三丁目１番１５－Ｉ棟常　勤:    4カル　代表取締役　永 組織変更 現存
     １０１号 (薬       4)田　寛之 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 174425-01014 エムケー薬局 〒563-0025 072-750-3371株式会社セラフィ　代金城　知代 平20.10. 1調剤 薬局
     池田市城南一丁目７番９号 常　勤:    2表取締役　松尾　浩 新規 現存
     (薬       2) 平26.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174525-01030 ひまわり薬局　池田店〒563-0025 072-750-6208有限会社ヘルス・アン窪田　啓伸 平21. 1. 1調剤 薬局
     池田市城南一丁目２番３号エルセ常　勤:    1ド・ケア　取締役　加 新規 現存
     ントロ１階 (薬       1)藤　光祥 平27. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174625-01048 井口堂薬局 〒563-0023 072-786-9588メディカルサービス株白根　幹也 平21. 4. 1調剤 薬局
     池田市井口堂一丁目９番２６号 常　勤:    1式会社　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       1)秋本　孝幸 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174725-01055 アカネ薬局 〒563-0042 072-750-3400株式会社エムワン　代寺田　信太郎 平21. 7. 1調剤 薬局
     池田市宇保町５番９号ユニーブル常　勤:    1表取締役　村井　俊之 組織変更 現存
     池田１０６ (薬       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174825-01071 末吉薬局 〒563-0022 072-753-9522篠原　敏博 篠原　敏博 平21. 9. 1調剤 薬局
     池田市旭丘一丁目１０番９号とき常　勤:    1 継承 現存
     わマンション１階 (薬       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174925-01097 アピス薬局　池田店 〒563-0048 072-748-1518株式会社アピスファー野呂　美里 平22. 1. 1調剤 薬局
     池田市呉服町２番２０号クレハ２常　勤:    3マシー　代表取締役　 組織変更 現存
     ２０ビル１０２号 (薬       3)川越　敏章 平28. 1. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175025-01105 サカエマチ薬局 〒563-0056 072-750-0222有限会社　アイエムメ渡辺　いつ子 平22. 5. 2調剤 薬局
     池田市栄町９番１１号 常　勤:    1ディカル　代表取締役 移転 現存
     (薬       1)　森　孝史 平28. 5. 2
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 175125-01121 順心堂　石橋薬局 〒563-0032 072-762-6066株式会社　ユウトク　西村　伸江 平22.12. 1調剤 薬局
     池田市石橋二丁目４番３号 常　勤:    1代表取締役　川勝　信 新規 現存
     (薬       1)夫 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175225-01139 城南つばさ薬局 〒563-0025 072-750-3836株式会社メディカルか梅﨑　幸子 平23. 2. 1調剤 薬局
     池田市城南二丁目１－２２城南館常　勤:    1るがも　代表取締役　 組織変更 現存
     １階Ｂ (薬       1)森　正彦 平29. 2. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175325-01147 かるがも薬局　池田店〒563-0048 072-768-7502株式会社メディカルか 川　澄子 平23.10. 1調剤 薬局
     池田市呉服町１－１３６サンシテ常　勤:    1るがも　代表取締役　 組織変更 現存
     ィ池田１階 (薬       1)森　正彦 平29.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175425-01154 すみれ薬局 〒563-0056 072-753-0026株式会社コーラルフォ 　直樹 平24. 2. 6調剤 薬局
     池田市栄町７－１３ 常　勤:    3ー　代表取締役　 　 移転 現存
     (薬       3)宏 平30. 2. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175525-01162 なの花薬局　建石町店〒563-0053 072-750-0130株式会社共栄ファーマ横田　君恵 平24. 5. 1調剤 薬局
     池田市建石町７－１０ 常　勤:    3シー　代表取締役　宇 新規 現存
     (薬       3)野　光裕 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175625-01188 エキマエ薬局 〒563-0048 072-737-4423有限会社ヘルス・アン加藤　悠子 平25.10. 1調剤 薬局
     池田市呉服町１－１サンシティ池常　勤:    3ド・ケア　取締役　加 新規 現存
     田１階 (薬       3)藤　光祥 平25.10. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175725-01196 みずいろ薬局 〒563-0055 072-734-7226株式会社オルファ　代大崎　喜弘 平25.11. 1調剤 薬局
     池田市菅原町２－９－１階 常　勤:    1表取締役　大塚　吉史 新規 現存
     (薬       1) 平25.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175825-01204 ケイ薬局 〒563-0021 072-751-7327神田　環 神田　環 平26. 1. 1調剤 薬局
     池田市畑２丁目１－２ 常　勤:    2 継承 現存
     (薬       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 175925-01212 大日薬局　空港店 〒563-0032 072-760-3781株式会社エム・サーバ海原　千世 平26. 4. 1調剤 薬局
     池田市石橋４丁目１７－１６ 常　勤:    1ー　代表取締役　淡路 組織変更 現存
     (薬       1)　英広 平26. 4. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176025-01220 シティ薬局 〒563-0055 072-748-4107株式会社イチイ　代表岩根　秀一 平26. 5. 1調剤 薬局
     池田市菅原町２番１号トライビル常　勤:    3取締役　晒科　武浩 新規 現存
     １階 (薬       3) 平26. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176125-01238 のぞみ薬局 〒563-0031 072-737-5748山中　唯史 山中　恭子 平26. 9. 1調剤 薬局
     池田市天神１丁目６－１　１０１常　勤:    1 新規 現存
     号 (薬       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176225-01246 ウエルシア薬局　池田〒563-0025 072-753-4911ウエルシア薬局株式会此枝　修一 平26. 9. 1調剤 薬局
     城南店 池田市城南３丁目１－１０ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 組織変更 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176325-01253 アカネ薬局　室町店 〒563-0047 072-737-7162株式会社エムワン　代中島　さおり 平26.10. 1調剤 薬局
     池田市室町２－２－Ａ 常　勤:    1表取締役　村井　俊之 新規 現存
     (薬       1) 平26.10. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176425-01261 畑「夢」薬局 〒563-0021 072-751-8157並川　増美 並川　増美 平27.12.12調剤 薬局
     池田市畑２丁目４－３エレガンス常　勤:    2 継承 現存
     村上１階 (薬       2) 平27.12.12
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176525-01279 池田クレハ薬局 〒563-0047 072-751-5322クレハ薬品商事株式会大山　敏子 平28. 3. 1調剤 薬局
     池田市室町２－４２ 常　勤:    2社　代表取締役　吉川 移転 現存
     (薬       2)　正男 平28. 3. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 176625-01287 ノウス薬局　五月丘 〒563-0029 072-736-8061株式会社ノウスクレア永田　貴士 平29. 8. 1調剤 薬局
     池田市五月丘２丁目２番２号 常　勤:    2　代表取締役　永田　 新規 現存
     (薬       2)貴士 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176725-01295 はむろや薬局 〒563-0059 072-751-4226岩本　惠子 岩本　惠子 平30. 1. 1調剤 薬局
     池田市西本町１番１６号 常　勤:    2 継承 現存
     (薬       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176826-00154 キタ薬局 〒571-0059 06-6908-3322喜多　進 喜多　進 昭39. 4. 1調剤 薬局
     門真市堂山町１－９ 常　勤:    3 新規 現存
     (薬       3) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176926-00329 岡田薬局 〒571-0074 072-883-5936岡田　健治 岡田　康宏 昭48. 7. 1調剤 薬局
     門真市宮前町１７－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177026-00394 シンバシ薬局 〒571-0048 06-6908-4934株式会社　谷口薬品　窪　克子 昭50. 7.15調剤 薬局
     門真市新橋町３－３－１０１ 常　勤:    3代表取締役　谷口　辰 組織変更 現存
     (薬       3)也 平29. 7.15
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177126-00451 やまなか薬局 〒571-0062 072-881-3578山中　富美代 山中　富美代 昭53. 8. 1調剤 薬局
     門真市宮野町７番１８号 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177226-00501 東門真薬局 〒571-0002 072-885-2002株式会社福井メディカ西森　哲史 昭55.11.10調剤 薬局
     門真市岸和田三丁目１番２５号 常　勤:    3ル　代表取締役　山崎 組織変更 現存
     (薬       3)　慶人 平28.11.10
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177326-00527 一番薬局 〒571-0038 06-6906-1488有限会社白木屋　代表竹野　禎己 昭56. 3. 1調剤 薬局
     門真市柳田町２３番１号 常　勤:    2取締役　坪井　佳代 現存
     (薬       2) 平29. 3. 1
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 177426-00584 太田薬局 〒571-0057 06-6906-5388太田　庄治 太田　庄治 昭59. 4. 1調剤 薬局
     門真市元町９番２１号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平 5. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177526-00626 しのみや薬局 〒571-0058 06-6906-6888四宮　ミヨ 四宮　ミヨ 昭60. 1. 1調剤 薬局
     門真市小路町１４番１８号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177626-00717 東洋堂薬局 〒571-0066 06-6901-3266加藤　秀男 加藤　秀男 昭63. 3. 1調剤 薬局
     門真市幸福町１５－６ 常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177726-00758 ベル薬局 〒571-0079 072-881-9162株式会社　若井薬品　木村　周平 平 3. 8. 1調剤 薬局
     門真市野里町９番２５号 常　勤:    1代表取締役　若井　澄 新規 現存
     (薬       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177826-00782 サン薬局 〒571-0062 072-883-5685尾崎　公子 尾崎　公子 平 6. 1.13調剤 薬局
     門真市宮野町４番５号 常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平30. 1.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 177926-00915 たなべ薬局 〒571-0048 06-6780-6728田 　信博 田 　信博 平10.11. 1調剤 薬局
     門真市新橋町１番１８号ロジュマ常　勤:    1 新規 現存
     ン門真１階 (薬       1) 平28.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178026-00931 ミヤケ薬局 〒571-0078 072-883-2488三宅　智之 三宅　智之 平12. 4. 1調剤 薬局
     門真市常盤町７番８号常盤ビルＢ常　勤:    1 新規 現存
     号室 (薬       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178126-00949 ひかり薬局 〒571-0048 06-6907-1116有限会社　ひかり薬局阪上　正 平12. 4. 1調剤 薬局
     門真市新橋町８番２９号　新橋ハ常　勤:    2　代表取締役　阪上　 移転 現存
     ーバー１階 (薬       2)正 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178226-00964 ダイコク薬局 〒571-0057 06-6908-0646株式会社ダイコク薬品川又　里佳 平13. 4. 1調剤 薬局
     門真市元町２８番１２号 常　勤:    2　代表取締役　髙橋　 移転 現存
     (薬       2)孝夫 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 178326-01004 古川橋まこと薬局 〒571-0030 06-6780-5580有限会社松本誠メディ吉岡　恵子 平14. 1. 1調剤 薬局
     門真市末広町２５番５号 常　勤:    1カル　代表取締役　松 新規 現存
     (薬       1)本　誠 平26. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178426-01038 つかさ薬局　古川橋店〒571-0066 06-6916-3100株式会社テンユー　代江本　安枝 平15. 7. 1調剤 薬局
     門真市幸福町１番４３号 常　勤:    4表取締役　天井　雄司 新規 現存
     (薬       4) 平27. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178526-01053 末広ダイイチ薬局 〒571-0030 06-6780-0888有限会社メディカル・梛　正憲 平15. 9. 1調剤 薬局
     門真市末広町２１番２４号 常　勤:    3ジャパン　代表取締役 新規 現存
     (薬       3)　亀田　雅子 平27. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178626-01087 ピース薬局 〒571-0072 072-887-2668株式会社ピース・ライ池上　眞弓 平16. 9. 1調剤 薬局
     門真市城垣町２番５号 常　勤:    2フ　代表取締役　筒井 新規 現存
     (薬       2)　基昭 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178726-01095 すゑひろ 漢堂薬局 〒571-0065 06-6906-8088阪本　武 阪本　武 平16.10.24調剤 薬局
     門真市垣内町４番１９号 常　勤:    1 移転 現存
     (薬       1) 平28.10.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178826-01111 西三荘薬局 〒571-0057 06-6902-5352株式会社ダイコク薬品髙橋　孝夫 平17. 8. 1調剤 薬局
     門真市元町２６番３５号 常　勤:    1　代表取締役　髙橋　 新規 現存
     (薬       1)孝夫 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178926-01129 ぺんぎん薬局 〒571-0046 06-6916-3232有限会社　Ｎ．Ｋ．Ｐ野﨑　哲矢 平17. 9. 1調剤 薬局
     門真市本町１１番２０号 常　勤:    1　取締役　野﨑　哲矢 新規 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179026-01145 大日薬局 〒571-0059 06-6780-5253株式会社エム・サーバ大橋　薫 平17.10. 1調剤 薬局
     門真市堂山町２６番３号 常　勤:    2ー　代表取締役　淡路 移転 現存
     (薬       2)　英広 平29.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
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 179126-01160 ハートフル薬局 〒571-0016 072-884-6780有限会社ハッピーハー小田　隆久 平18. 6. 1調剤 薬局
     門真市島頭三丁目３番５号 常　勤:    1トフル　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)小田　隆久 平30. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179226-01202 ウシオ薬局 〒571-0024 072-882-8815株式会社ドラッグスト平尾　和代 平19. 6. 1調剤 薬局
     門真市大字野口８１５番５ 常　勤:    2アウシオ　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　平尾　耿介 平25. 6. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179326-01228 みどり薬局　萱島店 〒571-0071 072-882-0898グリーンファーマシー富田　美由紀 平19. 7. 1調剤 薬局
     門真市上島町２１番１２号 常　勤:    4株式会社　代表取締役 移転 現存
     (薬       4)　古川　健一郎 平25. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179426-01244 スギ薬局　古川橋店 〒571-0066 06-4252-5075株式会社スギ薬局　代森川　和洋 平20. 9. 1調剤 薬局
     門真市幸福町４番２２号ヨシカネ常　勤:    1表取締役　 原　栄一 組織変更 現存
     ビル１階 (薬       1) 平26. 9. 1
     非常勤:   33
     (薬      33)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179526-01251 やまなか薬局　朝日町〒571-0061 072-813-0188山中　富美代 山中　英典 平20.12. 1調剤 薬局
     店 門真市朝日町２３番４－１００カ常　勤:    1 新規 現存
     ルチェ・ダムール１階１１６号 (薬       1) 平26.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179626-01277 スギ薬局　門真千石店〒571-0014 072-887-7585株式会社スギ薬局　代渡邉　信直 平21. 4. 1調剤 薬局
     門真市千石西町１番２１号 常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平27. 4. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179726-01293 サンライトなかよし薬〒571-0002 072-886-0303株式会社アクセスライ中村　千佳子 平21. 8. 1調剤 薬局
     局　門真店 門真市岸和田三丁目３６番１０号常　勤:    5フ　代表取締役　住川 新規 現存
     (薬       5)　奈美 平27. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 179826-01301 サンライトげんき薬局〒571-0013 072-881-7373株式会社アクセスライ山本　朋子 平21. 9. 1調剤 薬局
     　門真店 門真市千石東町２番４６号小川ビ常　勤:    2フ　代表取締役　住川 新規 現存
     ル１階 (薬       2)　奈美 平27. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179926-01327 スギ薬局　大和田駅前〒571-0063 072-887-5196株式会社スギ薬局　代阪井　 平22. 1. 1調剤 薬局
     店 門真市常称寺町１９番２０号 常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
     非常勤:   23
     (薬      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180026-01343 きららみらい薬局 〒571-0062 072-842-6150株式会社Ｊ．みらいメ上田　俊哉 平22. 1. 1調剤 薬局
     門真市宮野町１番４号 常　勤:    2ディカル　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       2)　串田　ゆか 平28. 1. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180126-01376 キリン堂薬局　大日ベ〒571-0051 06-6780-3751株式会社キリン堂　代末好　純子 平23. 4. 1調剤 薬局
     アーズ店 門真市向島町３番３５号ベアーズ常　勤:    1表取締役　寺西　豊彦 新規 現存
     １階１７ (薬       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180226-01400 のぞみ薬局 〒571-0016 072-887-1115株式会社エーシー　代福井　文 平24. 1.28調剤 薬局
     門真市島頭４丁目１－２６ 常　勤:    1表取締役　道下　玄三 移転 現存
     (薬       1) 平30. 1.28
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180326-01418 アカカベ門真団地薬局〒571-0016 072-883-4193株式会社　アカカベ　松井　勇樹 平24. 7. 1調剤 薬局
     門真市島頭４丁目１０－７ 常　勤:    1代表取締役　皆川　友 新規 現存
     (薬       1)夫 平24. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180426-01434 ツバサ薬局　古川橋駅〒571-0030 06-6907-1155株式会社ウイングメデ山内　浩司 平24. 8. 1調剤 薬局
     前店 門真市末広町３８－３１モナリサ常　勤:    4ィカル　代表取締役　 移転 現存
     １階Ｂ号室 (薬       4)影山　健 平24. 8. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 180526-01442 ヘイワドー薬局　本店〒571-0030 06-6906-5788光信産業株式会社　代桑原　直美 平24. 8.27調剤 薬局
     門真市末広町７－１２京阪古川橋常　勤:    1表取締役　坂出　道昭 移転 現存
     ビル１階 (薬       1) 平24. 8.27
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180626-01459 阪神調剤薬局　門真店〒571-0016 072-887-5376株式会社阪神調剤薬局松澤　京子 平24.10. 1調剤 薬局
     門真市島頭４丁目１－３１ 常　勤:    3　代表取締役　岩崎　 新規 現存
     (薬       3)壽毅 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180726-01467 東京薬局 〒571-0023 072-884-2735株式会社グリーンヒル西村　貴子 平25. 1. 1調剤 薬局
     門真市大字横地６０７－１ 常　勤:    2　代表取締役　西村　 組織変更 現存
     (薬       2)貴子 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180826-01475 アピス薬局　古川橋店〒571-0066 06-6780-3071株式会社アピスファー阪本　渉 平25. 6. 1調剤 薬局
     門真市幸福町２０－５幸福ハイツ常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     １階 (薬       1)川越　敏章 平25. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180926-01483 ハザマ薬局 〒571-0048 06-6907-5541ファルメディコ株式会上田　一志 平25. 6. 1調剤 薬局
     門真市新橋町１６－１門真ロイヤ常　勤:    8社　代表取締役　狹間 新規 現存
     ル１０３ (薬       8)　研至 平25. 6. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181026-01509 サエラ薬局　門真店 〒571-0027 072-842-5100株式会社サエラ　代表大村　尚輝 平25. 7. 1調剤 薬局
     門真市五月田町３８番６号 常　勤:    1取締役　小池　由久 新規 現存
     (薬       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181126-01525 アピス薬局　門真南野〒571-0005 072-887-1131株式会社アピスファー村上　洋子 平25.12. 1調剤 薬局
     口店 門真市南野口町１６－６ 常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)川越　敏章 平25.12. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181226-01541 阪神調剤薬局　京阪大〒571-0062 072-887-1871株式会社阪神調剤薬局平田　ゆみ 平26. 3. 1調剤 薬局
     和田店 門真市宮野町６－６ノースマンシ常　勤:    2　代表取締役　岩崎　 新規 現存
     ョン１０Ａ号室 (薬       2)壽毅 平26. 3. 1
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 181326-01558 そうごう薬局　大和田〒571-0063 072-886-2131総合メディカル株式会杉野　むつみ 平26. 4. 1調剤 薬局
     店 門真市常称寺町１６－５６関西ス常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     ーパー２階 (薬       1)　賢治 平26. 4. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181426-01566 アカカベ薬局　常盤町〒571-0078 072-881-4193株式会社アカカベ　代山本　健貴 平26. 8. 1調剤 薬局
     店 門真市常盤町４－２４－２ 常　勤:    1表取締役　皆川　友夫 組織変更 現存
     (薬       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181526-01574 サカエ薬局 〒571-0047 06-6916-5230株式会社あすなろ薬局髙早　智子 平26. 8. 1調剤 薬局
     門真市栄町５－６シティライフ門常　勤:    3　代表取締役　松井　 組織変更 現存
     真１０２ (薬       3)隆之 平26. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181626-01616 サンプラザ薬局萱島西〒571-0061 072-882-5100有限会社サンプラザ薬東田　奈保子 平27. 6. 1調剤 薬局
     門真市朝日町１４－１ 常　勤:    3局　代表取締役　加地 新規 現存
     (薬       3)　尚子 平27. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181726-01632 いぐち薬局 〒571-0079 072-881-5520いぐち薬局株式会社　井口　陽一郎 平27. 9. 1調剤 薬局
     門真市野里町１４－２９ 常　勤:    1代表取締役　井口　陽 組織変更 現存
     (薬       1)一郎 平27. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181826-01640 アルカ古川橋薬局 〒571-0065 06-6916-8870株式会社アルカ　代表金村　知見 平27.10. 1調剤 薬局
     門真市垣内町１２－３２古川橋プ常　勤:    2取締役　中島　康伸 新規 現存
     ラザ１０１ (薬       2) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181926-01657 スギ薬局　門真舟田店〒571-0021 072-887-7066株式会社スギ薬局　代萩　徹 平27.11. 1調剤 薬局
     門真市舟田町２４－１ 常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平27.11. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 182026-01665 アイン薬局　門真店 〒571-0041 06-6967-8613株式会社アインファー北野　萌 平27.11. 1調剤 薬局
     門真市柳町１－７ 常　勤:    4マシーズ　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       4)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182126-01681 櫻十字薬局 〒571-0008 072-842-1777株式会社ファルマセレ川端　直美 平28. 7. 1調剤 薬局
     門真市東江端町１番１９号　サン常　勤:    3ッソ　代表取締役　兼 組織変更 現存
     ピア２１　１Ｆ (薬       3)古　里美 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182226-01699 しろくま薬局　古川橋〒571-0032 06-6115-5432沼田　浩貴 沼田　浩貴 平28. 8. 1調剤 薬局
     店 門真市寿町２１－３７ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182326-01707 プレミア薬局 〒571-0021 072-814-5105株式会社中央薬局　代石野　哲嗣 平28. 9. 1調剤 薬局
     門真市舟田町５－４３ 常　勤:    2表取締役　岩崎　賀世 移転 現存
     (薬       2)子 平28. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182426-01715 オハナ薬局　萱島西口〒571-0071 072-883-8788株式会社マウントフィ畠山　桂 平29. 3. 1調剤 薬局
     店 門真市上島町２６番２１号　ハイ常　勤:    1ールド　代表取締役　 新規 現存
     ツラポール１階 (薬       1)畠山　桂 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182526-01723 のぞみ薬局　門真北店〒571-0016 072-842-1004株式会社エーシー　代松木　大 平29. 5. 1調剤 薬局
     門真市島頭４丁目１－１　蒼生ビ常　勤:    1表取締役　道下　玄三 新規 現存
     ル１Ｆ　１０１号室 (薬       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182626-01731 あやめ調剤薬局 〒571-0067 06-7162-6672黒岩　勉 黒岩　勉 平29. 7. 1調剤 薬局
     門真市石原町５番１６－１０２号常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182727-00616 ヤマサキ薬局 〒551-0003 06-6554-4080山崎　俊一 山崎　俊一 昭56. 2. 1調剤 薬局
     大阪市大正区千島二丁目３番１４常　勤:    1 新規 現存
     号 (薬       1) 平29. 2. 1
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 182827-00657 カコ薬局 〒551-0023 06-6551-3088加古　正彦 加古　正彦 昭58.11.22調剤 薬局
     大阪市大正区鶴町二丁目３番５号常　勤:    1 移転 現存
     (薬       1) 平28.11.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182927-00780 千島栗橋薬局 〒551-0003 06-6551-1958有限会社千島栗橋薬局藤井　ゆかり 平 7. 2.24調剤 薬局
     大阪市大正区千島三丁目１番５号常　勤:    1　代表取締役　藤井　 継承 現存
     (薬       1)ゆかり 平28. 2.24
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183027-00806 くりはし薬局 〒551-0031 06-6551-3607有限会社泉尾くりはし豊田　順義 平 7.10.27調剤 薬局
     大阪市大正区泉尾二丁目１１番１常　勤:    3薬局　代表取締役　豊 組織変更 現存
     ０号 (薬       3)田　英明 平28.10.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183127-00822 漢方のまさえ堂薬局 〒551-0031 06-6554-1923山本　昌惠 山本　昌惠 平 9. 4.23調剤 薬局
     大阪市大正区泉尾四丁目１３号１常　勤:    1 移転 現存
     番 (薬       1) 平30. 4.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183227-00855 アップルプラス薬局 〒551-0001 06-6553-1502株式会社アップルプラ酒井　幸子 平10. 8. 1調剤 薬局
     大阪市大正区三軒家西一丁目５番常　勤:    2ス　代表取締役　吉井 新規 現存
     ２０号 (薬       2)　信幸 平28. 8. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183327-00863 くすのき薬局 〒551-0031 06-6556-0008株式会社くすのき薬局 田　奈津枝 平10.12. 1調剤 薬局
     大阪市大正区泉尾三丁目１１番２常　勤:    2　代表取締役　平井　 新規 現存
     ４号プロニティ江川１階 (薬       2)英人 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183427-00871 松浦薬局 〒551-0031 06-6553-4111植田　由美子 植田　由美子 平11.10. 1調剤 薬局
     大阪市大正区泉尾四丁目１６番１常　勤:    1 新規 現存
     号 (薬       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183527-00913 しらゆり薬局 〒551-0013 06-6556-3660有限会社ホットスタッ新屋　智秋 平13.10. 1調剤 薬局
     大阪市大正区小林西二丁目２番６常　勤:    1フ　代表取締役　新井 新規 現存
     号 (薬       1)　香織 平25.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183627-00921 大正薬局 〒551-0012 06-6551-5011山岡　伸一 山岡　伸一 平13.10.31調剤 薬局
     大阪市大正区平尾五丁目３番１９常　勤:    1 継承 現存
     号 (薬       1) 平25.10.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 183727-00954 平尾カイセイ薬局 〒551-0012 06-6552-3939株式会社満天　代表取池田　紀子 平14. 9. 1調剤 薬局
     大阪市大正区平尾四丁目２３番１常　勤:    3締役　渡辺　雄司 組織変更 現存
     ８号 (薬       3) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183827-00988 セガミ薬局　大正店 〒551-0002 06-6556-0512株式会社ココカラファ髙木　麻沙 平17. 2. 1調剤 薬局
     大阪市大正区三軒家東五丁目５番常　勤:    1イン　ヘルスケア　代 移転 現存
     ２１号 (薬       1)表取締役　塚本　厚志 平29. 2. 1
     非常勤:   21
     (薬      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183927-01028 トヨダ薬局 〒551-0031 06-6551-2329豊田　好夫 豊田　好夫 平18.12. 1調剤 薬局
     大阪市大正区泉尾一丁目７番６号常　勤:    1 移転 現存
     (薬       1) 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184027-01036 さくら薬局 〒551-0032 06-6552-6702株式会社トウラス　代谷口　大輔 平19. 2. 1調剤 薬局
     大阪市大正区北村二丁目１４番２常　勤:    2表取締役　牛嶋　良昭 新規 現存
     ４号 (薬       2) 平25. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184127-01077 木田薬局 〒551-0001 06-6551-1689株式会社木田薬局　代辰巳　龍郎 平19.10. 1調剤 薬局
     大阪市大正区三軒家西二丁目２０常　勤:    3表取締役　西谷　伸浩 移転 現存
     番１０号 (薬       3) 平25.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184227-01093 カネシロ薬局 〒551-0012 06-6554-1260金城　鉄男 金城　鉄男 平20.12. 1調剤 薬局
     大阪市大正区平尾四丁目２０番１常　勤:    3 移転 現存
     ４号 (薬       3) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184327-01101 そうごう薬局　大正店〒551-0002 06-6556-3501総合メディカル株式会宇野　純 平22. 4. 1調剤 薬局
     大阪市大正区三軒家東四丁目５番常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     １２号 (薬       1)　賢治 平28. 4. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 184427-01119 わかば薬局 〒551-0001 06-6555-0801株式会社　ライフリス古閑　剛 平22. 9. 1調剤 薬局
     大阪市大正区三軒家西二丁目１３常　勤:    2ペクト　代表取締役　 新規 現存
     番２１号 (薬       2)古閑　剛 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184527-01127 ふれあい薬局 〒551-0003 06-6551-5350株式会社吉祥　代表取前田　明世 平23. 6. 1調剤 薬局
     大阪市大正区千島３丁目２０番１常　勤:    1締役　前田　明世 新規 現存
     １号 (薬       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184627-01135 あい薬局 〒551-0012 06-6537-9492株式会社アイトス　代入江　亮太郎 平24. 4. 1調剤 薬局
     大阪市大正区平尾４丁目２２番１常　勤:    3表取締役　三澤　渉伸 新規 現存
     ２号福本ビル１階 (薬       3) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184727-01143 オレンジ薬局　大正店〒551-0003 06-6555-5566株式会社プチファーマ赤桐　守 平24.10. 1調剤 薬局
     大阪市大正区千島３丁目１４番２常　勤:    1シスト　代表取締役　 新規 現存
     ３号ベルメゾンイトウ１階 (薬       1)柳生　美江 平24.10. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184827-01150 撫子平尾薬局 〒551-0012 06-6599-8593プラナリア株式会社　前田　聡子 平25. 3. 1調剤 薬局
     大阪市大正区平尾３丁目２２番３常　勤:    3代表取締役　宮本　潤 新規 現存
     号１階 (薬       3)子 平25. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184927-01176 なかずみ薬局 〒551-0021 06-6552-0912中住　万由美 中住　万由美 平26. 1. 1調剤 薬局
     大阪市大正区南恩加島３丁目７番常　勤:    1 継承 現存
     １２号 (薬       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185027-01200 コトブキグループ　エ〒551-0031 06-6551-2259株式会社コトブキ薬局小島　裕子 平27. 4. 1調剤 薬局
     ビス薬局 大阪市大正区泉尾１丁目２４番６常　勤:    1　代表取締役　鈴木　 組織変更 現存
     号１Ｆ (薬       1)理恵 平27. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 185127-01218 コトブキ薬局　永楽橋〒551-0031 06-6555-1189株式会社コトブキ薬局髙岸　さつき 平27. 4. 1調剤 薬局
     店 大阪市大正区泉尾３丁目４番１０常　勤:    1　代表取締役　鈴木　 組織変更 現存
     号ＨＩＴＯＭＩビル１階 (薬       1)理恵 平27. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185227-01226 コトブキ薬局　泉尾店〒551-0031 06-6556-1466株式会社コトブキ薬局吉田　京子 平27. 4. 1調剤 薬局
     大阪市大正区泉尾４丁目１７番１常　勤:    1　代表取締役　鈴木　 組織変更 現存
     ２号東洋プラザ泉尾１０３Ａ (薬       1)理恵 平27. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185327-01234 スギ薬局　千島店 〒551-0003 06-6563-9873株式会社スギ薬局　代中島　亜紀 平28. 6. 1調剤 薬局
     大阪市大正区千島三丁目４番２号常　勤:    1表取締役　榊原　栄一 新規 現存
     ＣＯＺＹ　ＣＨＩＳＨＩＭＡ１階(薬       1) 平28. 6. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185427-01242 すみれ薬局 〒551-0003 06-6556-3808一般社団法人大阪ファ米山　隆浩 平28. 7. 1調剤 薬局
     大阪市大正区千島一丁目１８番８常　勤:    3ルマプラン　理事長　 移転 現存
     号　１Ｆ (薬       3)廣田　憲威 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185527-01259 きたむら薬局 〒551-0032 06-6567-8500有限会社境川薬局　代加藤　恭裕 平29. 5. 1調剤 薬局
     大阪市大正区北村１丁目１７番９常　勤:    2表取締役　山野　謙介 新規 現存
     号１階 (薬       2) 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185627-01267 阪神調剤薬局　ちしま〒551-0003 06-6551-1311株式会社阪神調剤薬局宇崎　満穂 平29. 6. 1調剤 薬局
     メディカルパーク店 大阪市大正区千島２丁目４番４－常　勤:    5　代表取締役　岩崎　 新規 現存
     Ｃ１号 (薬       5)壽毅 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185727-01275 大正共栄薬局 〒551-0002 06-6556-5181クラフト株式会社　代田岡　香織 平29. 7. 1調剤 薬局
     大阪市大正区三軒家東５丁目５番常　勤:    3表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     ２０号　１階 (薬       3) 平29. 7. 1
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 185827-01283 コトブキグループ　パ〒551-0002 06-4393-8196株式会社コトブキ薬局藤﨑　幸恵 平29. 9. 1調剤 薬局
     ール薬局 大阪市大正区三軒家東４丁目１６常　勤:    1　代表取締役　鈴木　 新規 現存
     番１８号大忠ビル１０２号室 (薬       1)理恵 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185927-01291 コトブキグループ　ロ〒551-0001 06-6551-5501株式会社コトブキ薬局澁谷　佳保里 平29.11. 1調剤 薬局
     ーズ薬局 大阪市大正区三軒家西２丁目１８常　勤:    2　代表取締役　鈴木　 新規 現存
     番５号邦明会ビル１階 (薬       2)理恵 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186027-01309 ヒノデ薬局大正店 〒551-0002 06-6551-3901株式会社ケイ・エム・德田　博子 平30. 4. 1調剤 薬局
     大阪市大正区三軒家東６丁目８番常　勤:    2シー　代表取締役　松 組織変更 現存
     １１号真野ビル１階 (薬       2)山　喜範 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186128-00457 新光堂薬局 〒554-0014 06-6468-5791株式会社新光堂薬局　井上　右子 平 4.12.14調剤 薬局
     大阪市此花区四貫島二丁目２１番常　勤:    2代表取締役　井上　博 移転 現存
     １号 (薬       2)夫 平28.12.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186228-00499 中島薬局 〒554-0021 06-6468-7551株式会社　中島薬局　増田　直恵 平 9. 3. 2調剤 薬局
     大阪市此花区春日出北二丁目７番常　勤:    1代表取締役　八田　幸 移転 現存
     ３号 (薬       1)人 平30. 3. 2
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186328-00523 大入号薬局 〒554-0021 06-6463-6685有限会社大入号　代表森　美紀子 平10.10. 1調剤 薬局
     大阪市此花区春日出北一丁目１４常　勤:    2取締役　森　昭治 新規 現存
     番８号 (薬       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186428-00622 すずらん薬局 〒554-0002 06-4804-6611有限会社エヴォルブ　大倉　宏司 平15. 1. 1調剤 薬局
     大阪市此花区伝法一丁目３番１８常　勤:    8代表取締役　大倉　宏 新規 現存
     号 (薬       8)司 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186528-00648 クオレ薬局 〒554-0051 06-6147-0230株式会社クオレ　代表中濵　陽子 平15. 7. 1調剤 薬局
     大阪市此花区酉島三丁目２２番２常　勤:    3取締役　辻本　厚生 新規 現存
     ８号 (薬       3) 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 186628-00655 スマイル薬局 〒554-0021 06-6466-3977有限会社スマイルメデ久保　隆之 平16. 4. 1調剤 薬局
     大阪市此花区春日出北一丁目２番常　勤:    2ィカル　取締役　大塚 新規 現存
     ２号 (薬       2)　吉史 平28. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186728-00671 はやぶさ薬局　阪神千〒554-0014 06-4804-8707中井　孝一 中井　美香子 平16.10. 1調剤 薬局
     鳥橋店 大阪市此花区四貫島一丁目１番４常　勤:    1 新規 現存
     ３号 (薬       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186828-00788 フラワー薬局　春日出〒554-0022 06-6467-2500株式会社フラワー薬局藤原　保晋 平20.11. 1調剤 薬局
     店 大阪市此花区春日出中一丁目２６常　勤:    2　代表取締役　音地　 組織変更 現存
     番１３号 (薬       2)幸雄 平26.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 186928-00804 くすのき薬局 〒554-0014 06-4804-9588株式会社プラディア　中尾　賢 平21. 7. 1調剤 薬局
     大阪市此花区四貫島一丁目５番７常　勤:    1代表取締役　中尾　賢 新規 現存
     号大新興産ビル１階 (薬       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187028-00820 らいふ薬局　春日出店〒554-0022 06-6468-6250ハートライフ株式会社吉田　裕美 平21.10. 1調剤 薬局
     大阪市此花区春日出中一丁目２５常　勤:    2　代表取締役　音地　 新規 現存
     番９号キャロルビル１Ｆ (薬       2)幸雄 平27.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187128-00838 さくら薬局　阪神西九〒554-0012 06-6147-0777クラフト株式会社　代宇佐美　知也 平22. 4. 1調剤 薬局
     条駅店 大阪市此花区西九条三丁目１５番常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     １１号 (薬       2) 平28. 4. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187228-00846 さくら薬局　大阪高見〒554-0001 06-6464-8800クラフト株式会社　代木村　公彦 平22. 4. 1調剤 薬局
     店 大阪市此花区高見二丁目１２番１常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     ６号 (薬       2) 平28. 4. 1
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 187328-00853 さくら薬局　大阪酉島〒554-0051 06-6464-3900クラフト株式会社　代安野　嘉人 平22. 4. 1調剤 薬局
     店 大阪市此花区酉島二丁目１番１１常　勤:    1表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     号１階 (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187428-00861 此花ダイイチ薬局 〒554-0013 06-6465-6731株式会社第一薬販　代大村　朋子 平22.11. 1調剤 薬局
     大阪市此花区梅香三丁目２０番９常　勤:    4表取締役　甲斐　敏雄 移転 現存
     号 (薬       4) 平28.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187528-00911 イオン薬局高見店 〒554-0001 06-6462-3732イオンリテール株式会山田　さやか 平23.10. 1調剤 薬局
     大阪市此花区高見１丁目５番７０常　勤:    4社　代表取締役　岡崎 新規 現存
     号イオン高見店１階 (薬       4)　双一 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187628-00929 阪神調剤薬局　西九条〒554-0012 06-6468-3588株式会社阪神調剤薬局坪井　隆裕 平24. 7. 1調剤 薬局
     店 大阪市此花区西九条４丁目３番３常　勤:    1　代表取締役　岩崎　 組織変更 現存
     ９号 (薬       1)壽毅 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187728-00937 スギ薬局　千鳥橋店 〒554-0014 06-4804-7615株式会社　スギ薬局　森田　修平 平24. 8. 1調剤 薬局
     大阪市此花区四貫島１丁目５番６常　勤:    1代表取締役　 原　栄 新規 現存
     号児島建設ビル１階 (薬       1)一 平24. 8. 1
     非常勤:   22
     (薬      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187828-00952 幸生堂薬局 〒554-0022 06-6464-7000株式会社ヘルシーワー土屋　向一 平25. 5. 1調剤 薬局
     大阪市此花区春日出中２丁目１６常　勤:    1ク　代表取締役　福本 新規 現存
     番２３号 (薬       1)　康幸 平25. 5. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187928-00960 サンライトなかよし薬〒554-0002 06-6462-8373株式会社アクセスライ武智　美子 平26. 2. 1調剤 薬局
     局　此花店 大阪市此花区伝法５丁目４番６１常　勤:    2フ　代表取締役　住川 新規 現存
     号１階、２階 (薬       2)　奈美 平26. 2. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 188028-00978 シティー薬局 〒554-0024 06-4804-2888株式会社アイメディク山本　晃敬 平26. 4. 1調剤 薬局
     大阪市此花区島屋６丁目２番９０常　勤:    2ス　代表取締役　豊田 組織変更 現存
     号リバーガーデンシティーさくら(薬       2)　悦子 平26. 4. 1
     の丘３０４号 非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188128-00986 あいりー薬局 〒554-0013 06-6462-1500鴨池　秀宜 鴨池　秀宜 平26.11. 1調剤 薬局
     大阪市此花区梅香１丁目２２番１常　勤:    1 組織変更 現存
     ３号１Ｆ (薬       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188228-00994 さざなみ薬局 〒554-0021 06-6467-1001有限会社ひまわり　取山川　良太 平27. 6. 1調剤 薬局
     大阪市此花区春日出北１丁目２５常　勤:    2締役　谷本　節子 移転 現存
     番１１号１Ｆ (薬       2) 平27. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188328-01000 ユーアイ薬局 〒554-0014 06-6462-1188株式会社ミルキーファ藤井　雅子 平27.10. 1調剤 薬局
     大阪市此花区四貫島１丁目５番１常　勤:    1ーマシー　代表取締役 組織変更 現存
     １号セントビル１階 (薬       1)　松山　喜範 平27.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188428-01018 フクモト薬局 〒554-0012 06-6461-6718櫻井　淳子 櫻井　淳子 平29. 4. 1調剤 薬局
     大阪市此花区西九条三丁目１３番常　勤:    2 継承 現存
     ５号　１階 (薬       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188530-01410 濱口薬局 〒533-0022 06-6320-0658濱口　隆夫 濱口　隆夫 昭57.10. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区菅原三丁目８番６常　勤:    1 新規 現存
     －１０１第１ダイヤモンドハイム(薬       1) 平24.10. 1
     Ｂ棟
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188630-01444 ヤスダ薬局 〒533-0006 06-6327-3586株式会社安田薬局　代安田　良子 昭61. 3. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区上新庄二丁目２４常　勤:    3表取締役　安田　行範 新規 現存
     番地上新庄阪急プラザ１階 (薬       3) 平28. 3. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188730-01543 北浦薬局 〒533-0003 06-6327-3644北浦　福啓 北浦　福啓 昭64. 1. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区南江口二丁目７番常　勤:    2 継承 現存
     １２－１０８ (薬       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 188830-01568 北淀薬局 〒533-0013 06-6321-6667水野　正和 水野　正和 平元.11. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区豊里六丁目１番９常　勤:    4 新規 現存
     号 (薬       4) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188930-01600 安田薬局 〒533-0005 06-6328-1908株式会社安田薬局　代髙須賀　裕香 平 6. 1. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区瑞光一丁目１１番常　勤:    1表取締役　安田　行範 新規 現存
     ２１号 (薬       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189030-01626 渡辺薬局 〒533-0033 06(6322)1244渡辺　正 渡辺　正 平 6. 2. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区東中島５丁目１０常　勤:    1 新規 現存
     －１ (薬       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189130-01659 上田薬局 〒533-0033 06-6322-4275上田　勢一 上田　勢一 平 6. 8. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区東中島２－２０－常　勤:    1 新規 現存
     １０ (薬       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189230-01683 あかり薬局 〒533-0005 06-6325-9901株式会社共和コーポレ有澤　光邦 平 6.10.11調剤 薬局
     大阪市東淀川区瑞光四丁目１番１常　勤:    1ーション　代表取締役 組織変更 現存
     ８号サンピア２１１階 (薬       1)　杉浦　正 平24.10.11
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189330-01733 ヤマト薬局 〒533-0013 06-6320-9234株式会社　ヤマト調剤小野　由紀子 平 8. 6. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区豊里六丁目２１番常　勤:    1薬局　代表取締役　米 新規 現存
     １２号上田マンション１階 (薬       1)田　圭助 平29. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189430-01816 オーケー薬局 〒533-0006 06-6322-7363有限会社オーケーメデ舟橋　正貴 平 9.10. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区上新庄二丁目１６常　勤:    1ィカル　代表取締役　 新規 現存
     番６号アーバンライフ２１・１階(薬       1)小川　和雄 平24.10. 1
     １０１号 非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189530-01824 ショーエイ堂薬局 〒533-0031 06-6324-0491宮本　潤子 木本　幸代 平 9. 9. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区西淡路四丁目２５常　勤:    3 移転 現存
     番６９号ハイツ上新第３西淡路１(薬       3) 平24. 9. 1
     階 非常勤:    2
     (薬       2)
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 189630-01865 梅ヶ枝薬局 〒533-0005 06-6328-3359長田　淳子 長田　淳子 平10. 3. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区瑞光二丁目１０番常　勤:    1 継承 現存
     ２１号 (薬       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189730-01931 北淀薬局 〒533-0014 06-6370-8889水野　正和 寺下　正記 平11. 4. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区豊新五丁目１９番常　勤:    2 新規 現存
     １８号ナカノビル１階 (薬       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189830-02004 江口橋コスモ薬局 〒533-0005 06-6370-8872石井　浩二 石井　浩二 平12. 4. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区瑞光四丁目１２番常　勤:    1 新規 現存
     ２７号アゼリアマンション１階 (薬       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189930-02079 スマイル薬局 〒533-0005 06-4809-0003有限会社　ベルリス　高橋　智代 平12. 6. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区瑞光一丁目１１番常　勤:    2代表取締役　鈴川　利 新規 現存
     ３号 (薬       2)佳 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190030-02103 ヒロ薬局 〒533-0013 06-6324-6736有限会社　メイキ　取石田　幸子 平13. 3. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区豊里四丁目５番２常　勤:    1締役　石田　幸子 組織変更 現存
     １号 (薬       1) 平25. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190130-02194 みのり薬局 〒533-0012 06-6815-0491有限会社みのり　代表西岡　尚子 平15. 1. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区大道南三丁目１４常　勤:    1取締役　西岡　尚子 組織変更 現存
     番６号 (薬       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190230-02202 森本薬局 〒533-0014 06-6323-3616有限会社ＨＩＮＡ　ｃ森本　壮一 平15. 2. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区豊新四丁目２６番常　勤:    3ｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 組織変更 現存
     ７号 (薬       3)　代表取締役　森本　 平27. 2. 1
     非常勤:    3壮一
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190330-02228 淀川保健薬局 〒533-0014 06-6329-4444有限会社淀川保健薬局藤岡　大樹 平15. 3. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区豊新三丁目２２番常　勤:    1　代表取締役　藤岡　 組織変更 現存
     １５号 (薬       1)秀子 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 190430-02301 かるがも薬局　上新庄〒533-0014 06-6990-6100株式会社メディカルか上田　直子 平16. 8. 1調剤 薬局
     店 大阪市東淀川区豊新五丁目１８番常　勤:    1るがも　代表取締役　 新規 現存
     １１号 (薬       1)森　正彦 平28. 8. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190530-02343 ひまわり薬局 〒533-0022 06-6325-8077グリーンファーマシー稲見　吉成 平17. 5. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区菅原六丁目２番２常　勤:    4株式会社　代表取締役 組織変更 現存
     ０号 (薬       4)　古川　健一郎 平29. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190630-02384 中央薬局 〒533-0004 06-6990-5661株式会社中央薬局　代松前　知恵子 平17.10. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区小松四丁目１０番常　勤:    1表取締役　岩崎　賀世 新規 現存
     １２号 (薬       1)子 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190730-02400 みどり薬局 〒533-0022 06-6379-7301有限会社オーミワファ宋　福子 平18. 1. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区菅原五丁目１１番常　勤:    1ーマシー　代表取締役 移転 現存
     ２号 (薬       1)　大升　龍哲 平30. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190830-02418 すみれ薬局 〒533-0021 06-6326-0430有限会社テクノファー山田　隆文 平18. 4. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区下新庄五丁目１１常　勤:    1マ　代表取締役　山田 新規 現存
     番１２号 (薬       1)　隆文 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190930-02434 上新庄うえひら薬局 〒533-0004 06-6990-6634有限会社うえひら　代植平　のぶ子 平18. 3. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区小松三丁目６番２常　勤:    3表取締役　植平　のぶ 組織変更 現存
     ０号 (薬       3)子 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191030-02442 日生薬局 〒533-0031 06-6322-5780有限会社　ニッセイフ井上　 博 平18. 5. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区西淡路一丁目１８常　勤:    1ァーマシー　代表取締 移転 現存
     番１９号 (薬       1)役　金沢　幸子 平30. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191130-02467 関西薬局 〒533-0001 06-6827-1327株式会社共和コーポレ加井　真由美 平18.10. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区井高野二丁目５番常　勤:    7ーション　代表取締役 組織変更 現存
     ８号井高野中央ビル１階 (薬       7)　杉浦　正 平24.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
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 191230-02483 オリーブ薬局 〒533-0007 06-6829-5058ユゲファーマシー株式弓削　寛之 平18.11. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区相川二丁目１７番常　勤:    2会社　代表取締役　弓 組織変更 現存
     ４号パレス相川１階 (薬       2)削　寛之 平24.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191330-02491 ひむか薬局　豊里店 〒533-0013 06-6323-7031株式会社ひむかメディ丸山　顕 平19. 6. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区豊里七丁目１９番常　勤:    2カル　代表取締役　永 新規 現存
     ２５号 (薬       2)田　寛之 平25. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191430-02525 みほ薬局 〒533-0002 06-6718-4600株式会社オーケーメデ小林　二朗 平19.11. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区北江口四丁目３番常　勤:    2ィックス　代表取締役 新規 現存
     ２７号インペリアル江口Ｃ棟１階(薬       2)　小林　二朗 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191530-02533 アワジ薬局 〒533-0032 06-6325-0370有限会社アワジ薬局　春藤　玲子 平19. 9.30調剤 薬局
     大阪市東淀川区淡路四丁目２０番常　勤:    2取締役　蘇我　久美子 移転 現存
     ３５号 (薬       2) 平25. 9.30
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191630-02541 日生薬局　上新庄店 〒533-0006 06-6325-7226株式会社プチファーマ浅野　未央 平19.12. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区上新庄一丁目６番常　勤:    2シスト　代表取締役　 組織変更 現存
     ３号ソフィアコート１６３　１階(薬       2)柳生　美江 平25.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191730-02582 あけぼの薬局　上新庄〒533-0005 06-6321-7115株式会社あけぼの関西久米　さち 平20.12. 1調剤 薬局
     店 大阪市東淀川区瑞光一丁目１２番常　勤:    1　代表取締役　森　あ 組織変更 現存
     １２号シセイビル１０５号 (薬       1)かね 平26.12. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191830-02590 本町薬局 〒533-0033 06-6323-7004有限会社本町薬店　取益野　治子 平21. 4. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区東中島一丁目１３常　勤:    1締役社長　益野　優子 新規 現存
     番３５号コボリマンション１０３(薬       1) 平27. 4. 1
     号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191930-02616 阪神調剤薬局　豊里店〒533-0013 06-6990-8121株式会社阪神調剤薬局中井　宏美 平22.12. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区豊里五丁目２２番常　勤:    3　代表取締役　岩崎　 新規 現存
     １９号 (薬       3)壽毅 平28.12. 1
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 192030-02640 あかり薬局　井高野店〒533-0001 06-4862-8818株式会社共和コーポレ山下　浩治 平23. 1. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区井高野三丁目３番常　勤:    4ーション　代表取締役 新規 現存
     ６７号 (薬       4)　杉浦　正 平29. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192130-02657 チェリー薬局 〒533-0005 06-6323-8500株式会社アンタレス　西井　弘幸 平23. 4. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区瑞光１丁目７番１常　勤:    2代表取締役　西井　弘 組織変更 現存
     ８号ブロッサム瑞光ビル１階 (薬       2)幸 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192230-02673 アビック薬局　淡路店〒533-0023 06-6195-9630株式会社アビック　代中野　文仁 平24. 4. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区東淡路４丁目２８常　勤:    4表取締役　山北　勝夫 新規 現存
     番１４号イーズメディテラス１Ｆ(薬       4) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192330-02699 西薬局　東中島店 〒533-0033 06-6320-0555株式会社　西薬局　代財前　美夏子 平24. 7. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区東中島２丁目２６常　勤:    1表取締役　西橋　健至 新規 現存
     番１０号ユウアイビル１階 (薬       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192430-02731 ヤマト薬局 〒533-0033 06-6322-5748株式会社ヤマト調剤薬吉尾　理恵 平24. 7.17調剤 薬局
     大阪市東淀川区東中島５丁目１８常　勤:    2局　代表取締役　米田 移転 現存
     番２１号ファースト東中島１０１(薬       2)　圭助 平24. 7.17
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192530-02749 西薬局　柴島店 〒533-0024 06-4809-3811株式会社　西薬局　代駒井　友理子 平24. 7.17調剤 薬局
     大阪市東淀川区柴島２丁目１２番常　勤:    5表取締役　西橋　健至 移転 現存
     ２号 (薬       5) 平24. 7.17
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192630-02764 クローバー薬局 〒533-0002 06-4862-9608ジョブ・クローバー株杉本　真裕美 平24. 9. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区北江口３丁目７番常　勤:    1式会社　代表取締役　 新規 現存
     ９号 (薬       1)高橋　郁夫 平24. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 192730-02806 すばる調剤薬局　淡路〒533-0032 06-6160-0017有限会社すばる　代表西　有子 平24.10. 1調剤 薬局
     店 大阪市東淀川区淡路５丁目１番５常　勤:    1取締役　小刀禰　惠子 新規 現存
     号ウェリントンⅡ　１Ｆ (薬       1) 平24.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192830-02855 サニー薬局　菅原店 〒533-0022 06-6322-5570有限会社アワジ薬局　海本　典子 平25. 6. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区菅原６丁目１８番常　勤:    2代表取締役　蘇我　久 新規 現存
     １０号１階 (薬       2)美子 平25. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192930-02863 たんぽぽ薬局　井高野〒533-0002 06-4862-9311たんぽぽ薬局株式会社楢林　紀子 平25.10. 1調剤 薬局
     店 大阪市東淀川区北江口４丁目１８常　勤:    4　代表取締役　松野　 新規 現存
     番３号ひまわり荘１階 (薬       4)英子 平25.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193030-02871 祥漢堂薬局西淡路店 〒533-0031 06-6195-6013株式会社祥漢堂　代表吉留　実慧子 平25.11. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区西淡路２丁目１５常　勤:    5取締役社長　田口　武 組織変更 現存
     番１号Ⅱメゾン林１０３ (薬       5)志 平25.11. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193130-02889 祥漢堂薬局崇禅寺店 〒533-0033 06-6160-6785株式会社祥漢堂　代表森　佳司 平25.11. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区東中島５丁目１６常　勤:    3取締役社長　田口　武 組織変更 現存
     番１３号 (薬       3)志 平25.11. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193230-02897 コスモスミルフィー薬〒533-0004 06-6815-1154株式会社コスモスミル 平26. 5. 1調剤 薬局
     局　小松店 大阪市東淀川区小松１丁目１０番常　勤:    1フィー薬局　代表取締 新規 現存
     ３０号１階 (薬       1)役　宮田　憲一 平26. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193330-02913 アカカベ薬局　上新庄〒533-0004 06-6325-4193株式会社アカカベ　代生見　勇輔 平26. 8. 1調剤 薬局
     店 大阪市東淀川区小松１丁目７番１常　勤:    1表取締役　皆川　友夫 組織変更 現存
     ５号アラ・ロマーナ　Ｔａｍａｔ(薬       1) 平26. 8. 1
     ａｎｉ１階 非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 193430-02921 あおぞら薬局　淡路店〒533-0031 06-6160-0025一般社団法人大阪ファ橋本　一代 平26. 8. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区西淡路５丁目１１常　勤:    3ルマプラン　理事長　 組織変更 現存
     番１４号　１Ｆ (薬       3)廣田　憲威 平26. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193530-02939 東淀川薬局　柴島店 〒533-0024 06-6195-8785法円坂メディカル株式桑原　廉 平26. 9. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区柴島２丁目１２番常　勤:    5会社　代表取締役　堅 新規 現存
     １号 (薬       5)田　陽介 平26. 9. 1
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193630-02947 クローバー薬局 〒533-0014 06-6321-1260ジョブ・クローバー株五島　育子 平26. 9. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区豊新５丁目１６番常　勤:    1式会社　代表取締役　 移転 現存
     １６号１Ｆ (薬       1)髙橋　郁夫 平26. 9. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193730-02954 きらら薬局 〒533-0005 06-6815-8768株式会社ファルマケア太田　公夫 平26.10. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区瑞光４丁目７番１常　勤:    2　代表取締役　太田　 組織変更 現存
     ４号１Ｆ (薬       2)公夫 平26.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193830-02962 ペガサス淡路薬局 〒533-0032 06-6325-0110有吉　秀史 多田　三穂 平26.10. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区淡路４丁目８番１常　勤:    6 組織変更 現存
     ９号１Ｆ (薬       6) 平26.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193930-02970 クレヨンミルミル薬局〒533-0032 06-6325-7760株式会社プチファーマ長谷川　房江 平27. 2. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区淡路２丁目１６番常　勤:    1シスト　代表取締役　 組織変更 現存
     ６号シンプルコート１０２ (薬       1)柳生　美江 平27. 2. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194030-02988 ティーケイ薬局 〒533-0022 06-6324-1189ティーケイプランニン粉川　 平27. 3. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区菅原７丁目１０番常　勤:    1グ株式会社　代表取締 組織変更 現存
     ４号淡路パンション１階 (薬       1)役　粉川　 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 194130-02996 サニー薬局　上新庄店〒533-0014 06-6370-7101有限会社アワジ薬局　増田　純子 平27. 9. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区豊新４丁目３番１常　勤:    3代表取締役　蘇我　久 新規 現存
     号Ｃ (薬       3)美子 平27. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194230-03002 スティア薬局　菅原店〒533-0022 06-6379-3848ニューロンネットワー京小　寛和 平27. 9. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区菅原７丁目９番１常　勤:    1ク株式会社　代表取締 新規 現存
     ２号ロイヤルハイツ菅原１階 (薬       1)役　石田　行司 平27. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194330-03010 ありた薬局　駅前店 〒533-0004 06-6320-7785クラフト株式会社　代新井　翔一 平27.11. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区小松１丁目１２番常　勤:    3表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     ２４号 (薬       3) 平27.11. 1
     非常勤:   22
     (薬      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194430-03028 有田薬局　小松店 〒533-0004 06-6815-7749クラフト株式会社　代山下　邦子 平27.11. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区小松１丁目９番６常　勤:    3表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     号 (薬       3) 平27.11. 1
     非常勤:   20
     (薬      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194530-03036 生島薬局 〒533-0021 06-6322-6316生島　明美 生島　明美 平28. 1. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区下新庄４丁目８番常　勤:    2 組織変更 現存
     １７号 (薬       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194630-03044 コタニ薬局 〒533-0023 06-6322-0312有限会社コタニ薬局　八木　浩子 平28. 3. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区東淡路４丁目３３常　勤:    3代表取締役　八木　浩 移転 現存
     番５号イーストＰ－１ビル１階 (薬       3)子 平28. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194730-03051 エルシー薬局　下新庄〒533-0021 06-6195-8600ライフコア株式会社　吉岡　幸洋 平28. 4. 1調剤 薬局
     店 大阪市東淀川区下新庄５丁目２番常　勤:    2代表取締役　吉岡　幸 新規 現存
     ３５号１階 (薬       2)洋 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 194830-03069 あい薬局豊里店 〒533-0013 06-6990-7006株式会社アイトス　代川下　政博 平28. 4. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区豊里７丁目２番２常　勤:    2表取締役　三澤　渉伸 新規 現存
     ９号 (薬       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194930-03077 江口堂薬局 〒533-0003 06-6320-2025株式会社フル・ハーモ山中　啓太 平28. 4. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区南江口三丁目１番常　勤:    1ニー　代表取締役　山 継承 現存
     ６０号アグリーブ茨木１階 (薬       1)中　啓太 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195030-03085 オレンジ薬局　豊新店〒533-0014 06-6990-7520株式会社フェニックス蛭谷　剛士 平28. 5. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区豊新一丁目１番１常　勤:    1　代表取締役　蛭谷　 移転 現存
     号豊新ガーデンハイツ１階１０１(薬       1)剛士 平28. 5. 1
     号 非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195130-03093 調剤薬局マツモトキヨ〒533-0023 06-6990-4028株式会社マツモトキヨ石村　創祐 平28.10. 1調剤 薬局
     シ　淡路駅前店 大阪市東淀川区東淡路四丁目１７常　勤:    4シファーマシーズ　代 新規 現存
     番１７号　１階 (薬       4)表取締役　加藤　正実 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195230-03101 ウエルシア薬局　東淀〒533-0023 06-6160-0779ウエルシア薬局株式会岡崎　祐子 平29. 2. 1調剤 薬局
     川東淡路店 大阪市東淀川区東淡路一丁目７番常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     １７号 (薬       1)　秀晴 平29. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195330-03119 東淀川ハートフル薬局〒533-0014 06-6370-0700有限会社ハートフルケ家元　友理 平29. 4. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区豊新一丁目２１番常　勤:    2ア　代表取締役　三宅 新規 現存
     ２９号　１階 (薬       2)　圭一 平29. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195430-03127 阪神調剤薬局　阪急上〒533-0006 06-6325-8681株式会社阪神調剤薬局高野　朋子 平29. 4. 1調剤 薬局
     新庄店 大阪市東淀川区上新庄二丁目２４常　勤:    2　代表取締役　岩崎　 組織変更 現存
     番２３号上新庄阪急ビル３階 (薬       2)壽毅 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 195530-03135 東淀川薬局　崇禅寺店〒533-0033 06-6325-9177株式会社キリン堂　代平尾　昂士 平29. 6. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区東中島５丁目１６常　勤:    1表取締役　寺西　豊彦 組織変更 現存
     番１３号　１階 (薬       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195630-03143 ティーケイ薬局　崇禅〒533-0033 06-6160-8088ティーケイプランニン淺井　明子 平29.12. 1調剤 薬局
     寺店 大阪市東淀川区東中島三丁目１７常　勤:    1グ株式会社　代表取締 新規 現存
     番１２号崇禅寺ビル１階 (薬       1)役　粉川　 平29.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195730-03150 サエラ薬局 〒533-0013 06-6379-6305株式会社サエラファー三木　隆弘 平30. 1. 1調剤 薬局
     大阪市東淀川区豊里七丁目１９番常　勤:    4マシーズ　代表取締役 組織変更 現存
     ７号第１２高光マンション１０２(薬       4)　小池　由久 平30. 1. 1
     号 非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195831-00089 大塚薬局 〒535-0005 06-6921-0281大塚　清 大塚　清 昭32.10. 1調剤 薬局
     大阪市旭区赤川三丁目１２番１７常　勤:    1 現存
     号 (薬       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 195931-00402 吉田薬局 〒535-0003 06-6951-5843吉田薬品株式会社　代吉田　静枝 昭32.10. 1調剤 薬局
     大阪市旭区中宮三丁目７番２９号常　勤:    2表取締役　吉田　静枝 継承 現存
     (薬       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196031-00683 信光薬局 〒535-0022 06-6952-7823朴　貞子 朴　貞子 昭49. 8. 1調剤 薬局
     大阪市旭区新森五丁目３番２１号常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196131-00709 ダルマ薬局 〒535-0002 06-6951-6385松浦　勉 村田　澄恵 昭50. 1. 1調剤 薬局
     大阪市旭区大宮４－４－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平 5. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196231-00758 大西薬局 〒535-0013 06-6952-6123大橋　光生 大橋　光生 昭53. 1. 1調剤 薬局
     大阪市旭区森小路２－１０－１５常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平 5. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196331-00881 たかどの薬局 〒535-0031 06-6952-7625有澤　幸二 有澤　幸二 昭57. 7.10調剤 薬局
     大阪市旭区高殿７－８－３ 常　勤:    2 移転 現存
     (薬       2) 平24. 7.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 196431-01012 マツモト薬局 〒535-0002 06-6953-3320松本　多佳子 松本　多佳子 昭62. 5. 1調剤 薬局
     大阪市旭区大宮四丁目５番２８号常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196531-01061 ほてい堂薬局 〒535-0005 06-6922-2362伊藤　桂子 豊田　収 平元. 9.27調剤 薬局
     大阪市旭区赤川四丁目１番８号 常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平28. 9.27
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196631-01095 横田薬局 〒535-0004 06-6923-4073横田　文子 横田　文子 平 4. 6. 1調剤 薬局
     大阪市旭区生江一丁目９番１７号常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196731-01145 オーティ薬局 〒535-0022 06-6954-6680株式会社　オーティ　安田　進 平 5. 9. 1調剤 薬局
     大阪市旭区新森二丁目３番８号 常　勤:    2代表取締役　髙橋　敦 新規 現存
     (薬       2)史 平29. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196831-01152 エビス薬局 〒535-0002 06-6951-0261立 　和夫 立 　和夫 平 5. 7.15調剤 薬局
     大阪市旭区大宮一丁目１４番２０常　勤:    1 継承 現存
     号 (薬       1) 平29. 7.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196931-01194 ラポール薬局 〒535-0012 06-6958-2525佐藤　元彦 佐藤　元彦 平 8.11. 1調剤 薬局
     大阪市旭区千林二丁目７番１３号常　勤:    1 新規 現存
     雅１号館１０１号 (薬       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197031-01244 マルコ薬局 〒535-0002 06-6958-3667小林　千惠 小林　千惠 平10. 1. 1調剤 薬局
     大阪市旭区大宮二丁目１７番２４常　勤:    3 新規 現存
     号１階 (薬       3) 平28. 1. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 197131-01269 コスモファーマシー薬〒535-0021 06-6953-1833有限会社　コスモファ庄司　佳子 平11.10. 1調剤 薬局
     局 大阪市旭区清水三丁目７番２２号常　勤:    3ーマシー薬局　取締役 組織変更 現存
     村瀬マンション１階 (薬       3)　岡本　恭典 平29.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197231-01285 イワサキ保健薬局 〒535-0003 06-6951-4162岩﨑　外喜雄 岩﨑　外喜雄 平12. 5. 8調剤 薬局
     大阪市旭区中宮五丁目４番３０号常　勤:    1 移転 現存
     １０８ライオンズマンション千林(薬       1) 平30. 5. 8
     大宮
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197331-01319 スワ薬局 〒535-0005 06-6923-1190谷原　節子 武田　順子 平12. 9. 1調剤 薬局
     大阪市旭区赤川三丁目１番１１号常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197431-01335 小出保健堂薬局 〒535-0022 06-6951-5302小林　千惠 錢塚　誠 平13. 4. 1調剤 薬局
     大阪市旭区新森五丁目２番２５号常　勤:    3 新規 現存
     (薬       3) 平25. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197531-01376 タシマ薬局 〒535-0022 06-6951-3697岡本　竹野 岡本　竹野 平14. 1. 1調剤 薬局
     大阪市旭区新森三丁目１番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197631-01400 キリン堂薬局　赤川店〒535-0005 06-4253-5585株式会社キリン堂　代宇田　知布 平15. 9. 1調剤 薬局
     大阪市旭区赤川二丁目４番１４号常　勤:    1表取締役　寺西　豊彦 新規 現存
     (薬       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197731-01426 京阪薬局 〒535-0021 06-6953-1193有限会社京阪薬局　代中野　高幹 平15.10. 6調剤 薬局
     大阪市旭区清水三丁目１番９号 常　勤:    4表取締役　田處　克美 移転 現存
     (薬       4) 平27.10. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197831-01467 クローバー薬局 〒535-0005 06-4253-5605ジョブ・クローバー株石原　美知 平16. 7. 1調剤 薬局
     大阪市旭区赤川二丁目１７番２号常　勤:    1式会社　代表取締役　 新規 現存
     岸本ビル１０２ (薬       1)高橋　郁夫 平28. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 197931-01475 新わかば薬局　新森店〒535-0022 06-6958-3808有限会社エルムンド　南埜　裕貴子 平16. 6. 3調剤 薬局
     大阪市旭区新森五丁目１５番２８常　勤:    2取締役　今井　正人 組織変更 現存
     号 (薬       2) 平28. 6. 3
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198031-01491 きらら薬局 〒535-0005 06-6928-0900有限会社寺田　代表取枡本　ひとみ 平16.11. 1調剤 薬局
     大阪市旭区赤川一丁目２番１１号常　勤:    1締役　寺田　慶一 新規 現存
     エクシオプレイスⅡ　１階 (薬       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198131-01517 オーケー薬局　新森店〒535-0022 06-6958-5220有限会社　オーケーメ高野　泰利 平17. 6. 1調剤 薬局
     大阪市旭区新森二丁目４番９号 常　勤:    1ディカル　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　小川　和雄 平29. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198231-01533 ココカラファイン薬局〒535-0031 06-4254-5205株式会社ココカラファ山本　恵子 平18. 4. 1調剤 薬局
     　関目高殿店 大阪市旭区高殿四丁目２２番２６常　勤:    1イン　ヘルスケア　代 新規 現存
     号 (薬       1)表取締役　塚本　厚志 平30. 4. 1
     非常勤:   21
     (薬      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198331-01541 スワ薬局　赤川店 〒535-0005 06-6921-4796谷原　節子 奥村　典子 平18. 8. 1調剤 薬局
     大阪市旭区赤川四丁目１番３９号常　勤:    2 新規 現存
     あさひビル１階 (薬       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198431-01574 さくらんぼ薬局 〒535-0002 06-6953-0709小林　千惠 德永　摩美 平19. 7. 1調剤 薬局
     大阪市旭区大宮一丁目１３番８号常　勤:    5 新規 現存
     (薬       5) 平25. 7. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198531-01582 ファルコ薬局　森小路〒535-0002 06-6180-3413株式会社ファルコファ多田　純加 平21. 9. 1調剤 薬局
     店 大阪市旭区大宮一丁目１１番１２常　勤:    1ーマシーズ　代表取締 新規 現存
     号 (薬       1)役　松原　宣正 平27. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 198631-01590 大阪千林さくら薬局 〒535-0022 06-6955-5344クラフト株式会社　代戸松　沙矢佳 平22. 4. 1調剤 薬局
     大阪市旭区新森七丁目１５番２号常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     福子ハイツ１０１ (薬       2) 平28. 4. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198731-01608 そうごう薬局　旭大宮〒535-0002 06-6953-3091総合メディカル株式会金　泰勲 平22. 9. 1調剤 薬局
     店 大阪市旭区大宮五丁目４番２３号常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平28. 9. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198831-01616 フォーユー薬局 〒535-0022 06-6964-4448株式会社フォーユーメ則定　彩水 平23. 2. 1調剤 薬局
     大阪市旭区新森七丁目１５番１６常　勤:    3ディカル　代表取締役 新規 現存
     号 (薬       3)　佐伯　光 平29. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198931-01624 サンプラザ薬局森小路〒535-0022 06-6953-0446株式会社サンプラザ加松枝　麻未 平23. 5. 1調剤 薬局
     大阪市旭区新森４丁目１３番２３常　勤:    2地　代表取締役　加地 移転 現存
     号　１階 (薬       2)　尚子 平29. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199031-01640 祥漢堂薬局　千林店 〒535-0012 06-6958-1155株式会社祥漢堂　代表大藤　潤司 平24. 4. 1調剤 薬局
     大阪市旭区千林２丁目１３番４号常　勤:    1取締役社長　田口　武 組織変更 現存
     (薬       1)志 平30. 4. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199131-01657 クオール薬局清水店 〒535-0021 06-6953-3226クオール株式会社　代迫口　麻理 平24. 7. 1調剤 薬局
     大阪市旭区清水３丁目２７番１７常　勤:    1表取締役　中村　敬 組織変更 現存
     号 (薬       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199231-01673 森小路健民薬局 〒535-0022 06-6958-5501株式会社メディコンフ阿南　孝治 平24.12. 1調剤 薬局
     大阪市旭区新森３丁目３番３１号常　勤:    2ィア　代表取締役　山 新規 現存
     (薬       2)村　幸久 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 199331-01681 プラス薬局 〒535-0002 06-6955-6411松本　和弘 松本　和弘 平25. 1. 1調剤 薬局
     大阪市旭区大宮１丁目１番５号１常　勤:    2 継承 現存
     階 (薬       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199431-01707 オレンジ薬局　新森古〒535-0022 06-6167-7620株式会社プチファーマ奥　一高 平25.11. 1調剤 薬局
     市店 大阪市旭区新森４丁目２番３０号常　勤:    1シスト　代表取締役　 新規 現存
     村田ビル１Ｆ (薬       1)柳生　美江 平25.11. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199531-01715 スギ薬局　高殿店 〒535-0031 06-6167-5656株式会社スギ薬局　代住友　敏子 平25.12. 1調剤 薬局
     大阪市旭区高殿４丁目１番６号阪常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     急オアシス高殿店２階 (薬       1) 平25.12. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199631-01723 よつば薬局 〒535-0003 06-6955-4288小林　千惠 根 　明子 平26. 6. 1調剤 薬局
     大阪市旭区中宮５丁目３番２６号常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平26. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199731-01731 朝陽パール薬局 〒535-0021 06-6958-0020株式会社ケイ・エム・吉越　裕展 平26. 8. 1調剤 薬局
     大阪市旭区清水３丁目３番３３号常　勤:    1シー　代表取締役　松 新規 現存
     公平ビル１０３ (薬       1)山　喜範 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199831-01749 メディケア関目薬局 〒535-0031 06-6180-8230メディケアポート株式松本　剛秀 平26.10. 1調剤 薬局
     大阪市旭区高殿６丁目３番１５号常　勤:    1会社　代表取締役　福 新規 現存
     １階 (薬       1)田　敏明 平26.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199931-01756 入江薬局 〒535-0011 06-6952-0224入江　啓子 入江　啓子 平26.12. 1調剤 薬局
     大阪市旭区今市１丁目５番１９号常　勤:    2 移転 現存
     １階 (薬       2) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200031-01764 スギ薬局　生江店 〒535-0004 06-6180-6112株式会社スギ薬局　代森　麻衣子 平27.10. 1調剤 薬局
     大阪市旭区生江１丁目３番２号 常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平27.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
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 200131-01772 アップルプラス薬局 〒535-0013 06-6958-5025有限会社アップルプラ本岡　真智子 平28. 2. 1調剤 薬局
     大阪市旭区森小路２丁目１０番２常　勤:    1ス　代表取締役　吉井 新規 現存
     号ソリッド２１　１階 (薬       1)　信幸 平28. 2. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200231-01798 阪神調剤薬局　関目店〒535-0031 06-6167-5227株式会社阪神調剤薬局殿村　真優 平28.12. 1調剤 薬局
     大阪市旭区高殿六丁目４番２４号常　勤:    3　代表取締役　岩崎　 新規 現存
     (薬       3)壽毅 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200331-01806 ひなた薬局 〒535-0004 06-6921-8341一般社団法人ファーマ西村　真砂子 平29. 4. 1調剤 薬局
     大阪市旭区生江二丁目８番３号 常　勤:    2メイトにじ・おおさか 組織変更 現存
     (薬       2)　理事長　松本　直生 平29. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200431-01814 つばさ薬局 〒535-0003 06-6914-4628ファングライド株式会中野　万紀子 平29. 7. 1調剤 薬局
     大阪市旭区中宮２丁目２５番１５常　勤:    2社　代表取締役　中野 新規 現存
     号 (薬       2)　万紀子 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200531-01822 あけぼの薬局　千林店〒535-0012 06-6958-3127株式会社あけぼの関西永田　孝太郎 平29.11. 1調剤 薬局
     大阪市旭区千林２丁目１番２０号常　勤:    1　代表取締役　森　あ 組織変更 現存
     (薬       1)かね 平29.11. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200631-01830 サエラ薬局　新森店 〒535-0022 06-6958-1520株式会社サエラファー清水　孝晃 平30. 1. 1調剤 薬局
     大阪市旭区新森七丁目９番９号サ常　勤:    2マシーズ　代表取締役 組織変更 現存
     ン・ファミリー１０１号 (薬       2)　小池　由久 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200731-01848 キリン堂薬局　千林大〒535-0002 06-6958-2566株式会社キリン堂　代大澤　典彦 平30. 4. 1調剤 薬局
     宮店 大阪市旭区大宮４丁目９－３５Ｈ常　勤:    1表取締役　寺西　豊彦 新規 現存
     Ｍビルディング１階 (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200832-00483 大和田マルゼン薬局 〒570-0013 有限会社大和田マルゼ竹村　知子 昭45. 1. 1調剤 薬局
     守口市東町１－３２ ン薬局　代表取締役　 新規 現存
     佐藤　耕二 平 6. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   264 頁

 200932-00806 キンダ薬局 〒570-0011 06-6905-0619奈良　晴子 奈良　晴子 昭61. 3. 1調剤 薬局
     守口市金田町四丁目３番１７号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201032-00871 カンポウ・クラフト彩〒570-0062 06-6992-0051東洋ミネラル株式会社増田　眞一 平 2.11. 1調剤 薬局
     雲堂薬局 守口市馬場町一丁目４番２０号 常　勤:    1　代表取締役　増田　 新規 現存
     (薬       1)眞一 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201132-00889 ギンカイ薬局 〒570-0083 06(6993)5877有限会社ギンカイ　代谷口　茂樹 平 2.11. 6調剤 薬局
     守口市京阪本通１丁目１番１４号常　勤:    1表取締役　谷口　茂樹 組織変更 現存
     　 (薬       1) 平29.11. 6
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201232-00947 一二三薬局 〒570-0079 06-6991-0086竹口薬品株式会社　代明石　吉弘 平 4. 8. 1調剤 薬局
     守口市金下町一丁目４番１３号 常　勤:    2表取締役　明石　吉弘 新規 現存
     (薬       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201332-00962 三晃薬局 〒570-0042 06-6997-0088有限会社三晃薬局　代酒井　尚子 平 4.12. 1調剤 薬局
     守口市寺方錦通三丁目１番１９号常　勤:    3表取締役　谷口　栄 新規 現存
     (薬       3) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201432-01002 わかたけ薬局 〒570-0054 06-6993-5010有限会社わかたけ薬局畑野　文子 平 7. 3. 8調剤 薬局
     守口市大枝西町１５番７号 常　勤:    1　代表取締役　髙橋　 組織変更 現存
     (薬       1)秀征 平28. 3. 8
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201532-01036 玉井薬局 〒570-0056 06-6997-1822玉井　有子 青井　康子 平 7.10.30調剤 薬局
     守口市寺内町二丁目２番１５号エ常　勤:    2 継承 現存
     ル守口内 (薬       2) 平28.10.30
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201632-01135 滝井薬局 〒570-0075 06-6993-0409今井　満里子 今井　満里子 平10. 2.19調剤 薬局
     守口市紅屋町４番１１号 常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平28. 2.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 201732-01176 東町ほほえみ薬局 〒570-0013 06-6900-8639有限会社ケイ・エム・佐藤　アユ子 平10. 9. 1調剤 薬局
     守口市東町一丁目７番１４号 常　勤:    3ジーメディカル　取締 新規 現存
     (薬       3)役　山本　宗幸 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201832-01218 ヘルシー２１スミヨシ〒570-0021 06-6900-8567住 商事株式会社　代北 　和彦 平11. 9. 1調剤 薬局
     薬局 守口市八雲東町二丁目８２番２２常　勤:    1表取締役　住 　正敏 移転 現存
     号シティサイエンス大日駅前ビル(薬       1) 平29. 9. 1
     １階 非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201932-01275 横山薬局 〒570-0038 06-6992-2488横山　昭夫 横山　昭夫 平12. 8. 1調剤 薬局
     守口市河原町７番９号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202032-01309 ファミリー薬局 〒570-0078 06-6995-7870森本　容子 森本　容子 平12.10. 1調剤 薬局
     守口市平代町６番１５－１０１号常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202132-01317 ファミリエ薬局 〒570-0017 06-6900-3777有限会社　ファミリエ吉川　均 平12.12. 1調剤 薬局
     守口市佐太東町二丁目９番１０号常　勤:    2薬局　代表取締役　大 新規 現存
     ジャガーイーストビル３階 (薬       2)野木　光代 平24.12. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202232-01341 守口まこと薬局 〒570-0017 06-6916-8666有限会社松本誠メディ橋岡　祐子 平13. 8. 1調剤 薬局
     守口市佐太東町一丁目２３番１１常　勤:    2カル　代表取締役　松 新規 現存
     号 (薬       2)本　誠 平25. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202332-01432 阪神調剤薬局滝井店 〒570-0075 06-6995-1170株式会社阪神調剤薬局河合　知喜 平15. 6. 1調剤 薬局
     守口市紅屋町５番１１号 常　勤:    1　代表取締役　岩崎　 新規 現存
     (薬       1)壽毅 平27. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 202432-01457 守口チトセ薬局 〒570-0034 06-6992-1144野村　充宏 野村　充宏 平15. 8. 1調剤 薬局
     守口市西郷通一丁目９番２３号 常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202532-01473 ハート薬局 〒570-0012 06-6916-8501有限会社ハート薬局　井 　篤史 平16. 1. 1調剤 薬局
     守口市大久保町三丁目３４番８号常　勤:    4取締役　乾　尚之 新規 現存
     (薬       4) 平28. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202632-01481 一又薬局 〒570-0061 06-6991-0858大西　順子 大西　章仁 平16. 4. 1調剤 薬局
     守口市小春町５番３号 常　勤:    3 新規 現存
     (薬       3) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202732-01549 健民薬局　菊水店 〒570-0032 06-4250-2355吉武　耕介 吉武　耕介 平16.12. 1調剤 薬局
     守口市菊水通二丁目９番２３号 常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202832-01556 サンプラザ調剤薬局 〒570-0083 06-6997-2502有限会社サン薬局守口小野　雅央 平16.12. 1調剤 薬局
     守口市京阪本通一丁目３番２号新常　勤:    4　代表取締役　加地　 組織変更 現存
     近藤ビル４階 (薬       4)尚子 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202932-01564 サンプラザ薬局鶴見緑〒570-0044 06-6993-8691有限会社サン薬局守口仲西　卓哉 平16.12. 1調剤 薬局
     地 守口市南寺方南通三丁目４番１２常　勤:    2　代表取締役　加地　 組織変更 現存
     号 (薬       2)尚子 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203032-01598 キリン堂薬局　守口店〒570-0012 06-4252-1205株式会社　キリン堂　窪田　美帆 平17. 1.16調剤 薬局
     守口市大久保町三丁目３４番１４常　勤:    1代表取締役　寺西　豊 組織変更 現存
     号 (薬       1)彦 平29. 1.16
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203132-01606 多田薬局 〒570-0036 06-6991-1384株式会社タカヒサ　代奥田　嘉子 平17.11. 1調剤 薬局
     守口市大枝東町１３番３号 常　勤:    1表取締役　奥田　裕久 新規 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
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 203232-01648 本町健民薬局 〒570-0028 06-6995-0851有限会社シエロ　取締山崎　弘子 平18. 4. 1調剤 薬局
     守口市本町一丁目７番２１号ラグ常　勤:    2役　山村　幸久 組織変更 現存
     ーナ・ヨシカワ１階 (薬       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203332-01663 みどり薬局　守口店 〒570-0002 06-6900-7400グリーンファーマシー佐々木　裕也 平18.10. 1調剤 薬局
     守口市佐太中町六丁目２０番８号常　勤:    3株式会社　代表取締役 新規 現存
     (薬       3)　古川　健一郎 平24.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203432-01697 ヨコヤマ薬局 〒570-0021 06-6908-7562横山　透 横山　透 平18.12. 1調剤 薬局
     守口市八雲東町二丁目６１番９号常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203532-01705 あすなろ薬局 〒570-0035 06-6995-0111株式会社あすなろ薬局清水　永里子 平19. 1. 1調剤 薬局
     守口市東光町一丁目２８番１２号常　勤:    3　代表取締役　松井　 組織変更 現存
     (薬       3)隆之 平25. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203632-01713 いわさ薬局 〒570-0011 06-6901-1231岩佐　聖ニ 岩佐　聖ニ 平19. 3. 1調剤 薬局
     守口市金田町一丁目２１番５号 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203732-01721 りんご薬局 〒570-0006 06-6997-7550有限会社サザンクロス三谷　泰正 平19. 8. 1調剤 薬局
     守口市八雲西町二丁目１５番２０常　勤:    1　代表取締役　山田　 新規 現存
     号 (薬       1)真樹 平25. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203832-01739 薬師堂薬局 〒570-0045 06-6996-8218中塚　敏雄 中塚　敏雄 平19. 9.21調剤 薬局
     守口市南寺方中通三丁目１０番６常　勤:    1 継承 現存
     号 (薬       1) 平25. 9.21
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203932-01747 イオン薬局大日店 〒570-0016 06-6900-1895イオンリテール株式会上杉　英郎 平20. 8.21調剤 薬局
     守口市大日東町１番１８号イオン常　勤:   14社　代表取締役　岡崎 組織変更 現存
     大日店１階 (薬      14)　双一 平26. 8.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 204032-01754 アイビー薬局 〒570-0091 06-6996-6007株式会社アイメディク上野　美穂 平21. 2. 1調剤 薬局
     守口市北斗町８番７号センチュリ常　勤:    2ス　代表取締役　豊田 移転 現存
     ー北斗１階１０１号 (薬       2)　悦子 平27. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 204132-01762 カイセイ薬局 〒570-0078 06-6997-3911株式会社　育星会　代冨士原　成利 平21. 4. 1調剤 薬局
     守口市平代町８番１号ナービス守常　勤:    2表取締役　飯田　彰 新規 現存
     口平代１階 (薬       2) 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 204232-01796 アピス薬局　土居店 〒570-0081 06-6997-8120株式会社アピスファー平本　雄介 平22. 1. 1調剤 薬局
     守口市日吉町一丁目１番１０号プ常　勤:    2マシー　代表取締役　 組織変更 現存
     レミール１階 (薬       2)川越　敏章 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 204332-01812 ちーぷ薬局　守口駅前〒570-0028 06-6998-3151有限会社　チープ薬局坂元　淳子 平22. 5. 1調剤 薬局
     店 守口市本町二丁目２番１１号アヴ常　勤:    4　代表取締役　玉井　 新規 現存
     ェーレ守口駅前ビル１階 (薬       4)有子 平28. 5. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 204432-01820 シンバシ薬局　守口駅〒570-0026 06-6998-5316株式会社　谷口薬品　二瓶　左知子 平22. 6. 1調剤 薬局
     前店 守口市松月町２番１９号　松月ビ常　勤:    1代表取締役　谷口　辰 新規 現存
     ル１階 (薬       1)也 平28. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 204532-01838 オレンジ薬局　守口店〒570-0043 06-6997-7115株式会社プチファーマ岡　茂樹 平23. 1. 1調剤 薬局
     守口市南寺方東通三丁目３番２７常　勤:    1シスト　代表取締役　 組織変更 現存
     号 (薬       1)柳生　美江 平29. 1. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 204632-01846 げんき薬局 〒570-0015 06-6900-5011越出　 和 越出　 和 平23. 4. 1調剤 薬局
     守口市梶町四丁目５４番７号 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 204732-01853 ひむか薬局　守口店 〒570-0028 06-6995-4006株式会社ひむかメディ廣瀬　正博 平23. 5. 1調剤 薬局
     守口市本町２丁目１－２４－１０常　勤:    2カル　代表取締役　永 新規 現存
     ２ (薬       2)田　寛之 平29. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 204832-01861 健民薬局　中央店 〒570-0075 06-6995-7730株式会社メディコンフ木戸　壮幸 平23. 8. 1調剤 薬局
     守口市紅屋町５番７号八重ビル３常　勤:    6ィア　代表取締役　山 新規 現存
     Ｆ (薬       6)村　幸久 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 204932-01879 さくら薬局　守口店 〒570-0096 06-6998-5858有限会社ジェイ・ウェ藤本　美和子 平23. 9. 1調剤 薬局
     守口市外島町２－４リバーサイド常　勤:    3ルネス　代表取締役　 組織変更 現存
     もりぐち団地１０２ (薬       3)寺川　友啓 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 205032-01887 八雲薬局 〒570-0004 06-6908-1530株式会社プチファーマ田中　直樹 平23.12. 1調剤 薬局
     守口市淀江町３－５ 常　勤:    1シスト　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       1)柳生　美江 平29.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 205132-01895 清田薬局 〒570-0071 06-6991-0987清田　惠子 清田　惠子 平23.11. 8調剤 薬局
     守口市祝町９－１８ 常　勤:    2 継承 現存
     (薬       2) 平29.11. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 205232-01929 クオール薬局寺方本通〒570-0048 06-6991-1921クオール株式会社　代草開　愛梨奈 平24. 7. 1調剤 薬局
     店 守口市寺方本通１丁目４－３ 常　勤:    1表取締役　中村　敬 組織変更 現存
     (薬       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 205332-01937 アイ薬局　金田町店 〒570-0011 06-6916-9301有限会社　イーストレ細川　昌義 平24. 8. 1調剤 薬局
     守口市金田町５丁目４－３ 常　勤:    1イク　代表取締役　米 新規 現存
     (薬       1)田　眞理子 平24. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 205432-01945 いちご薬局 〒570-0017 06-6780-5815山岡　貢 山岡　貢 平24. 7. 1調剤 薬局
     守口市佐太東町１丁目３８－５ 常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 205532-01952 アピス薬局　守口高瀬〒570-0053 06-6995-5200株式会社アピスファー栗田　由紀 平24. 9. 1調剤 薬局
     店 守口市高瀬町３丁目９－１０ラ・常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     フォーレ高瀬１０１ (薬       1)川越　敏章 平24. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 205632-01960 サンプラザ薬局西郷 〒570-0034 06-6998-3311有限会社サン薬局守口髙野　太輔 平24.12. 1調剤 薬局
     守口市西郷通４丁目４－１０西郷常　勤:    1　代表取締役　加地　 新規 現存
     マンションⅡ１階 (薬       1)尚子 平24.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 205732-01978 やすらぎ薬局　守口店〒570-0053 06-6994-6800株式会社アビメディカ服部　峰子 平25. 2. 1調剤 薬局
     守口市高瀬町５丁目８－１４ 常　勤:    2ル　代表取締役　保田 新規 現存
     (薬       2)　裕司 平25. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 205832-01994 阪神調剤薬局　守口店〒570-0091 06-6997-7337株式会社阪神調剤薬局森田　奈央美 平25. 8. 1調剤 薬局
     守口市北斗町８－１３ 常　勤:    3　代表取締役　岩崎　 新規 現存
     (薬       3)壽毅 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 205932-02000 守口なのはな薬局 〒570-0038 06-6997-8808岡田　裕己彦 岡田　裕己彦 平25.11. 1調剤 薬局
     守口市河原町１０－１５テルプラ常　勤:    2 移転 現存
     ザ１階 (薬       2) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 206032-02026 ベビー薬局 〒570-0014 06-6902-2355木本　寿美子 木本　寿美子 平26. 1. 1調剤 薬局
     守口市藤田町１丁目５１－１ 常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 206132-02034 エムハート薬局　守口〒570-0027 06-4250-7757株式会社ミック　代表岩本　智惠子 平26. 1. 1調剤 薬局
     駅前店 守口市桜町６－１０小川ビル１階常　勤:    2取締役　中川　春原 組織変更 現存
     (薬       2) 平26. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 206232-02042 サンライトげんき薬局〒570-0042 06-6993-0073株式会社アクセスライ冨山　貴之 平26. 4. 1調剤 薬局
     　寺方店 守口市寺方錦通１丁目１０－４０常　勤:    2フ　代表取締役　住川 新規 現存
     (薬       2)　奈美 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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 206332-02059 守口大日薬局 〒570-0021 06-6901-3619株式会社エム・サーバ北口　由賀 平26. 4. 1調剤 薬局
     守口市八雲東町２丁目４９－６ 常　勤:    2ー　代表取締役　淡路 組織変更 現存
     (薬       2)　英広 平26. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 206432-02067 はるの陽薬局 〒570-0075 06-6995-6168株式会社タキ・コーポ片山　亜夕 平26. 6. 4調剤 薬局
     守口市紅屋町５番２号 常　勤:    2レーション　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　生尾　彰啓 平26. 6. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 206532-02075 たんぽぽ薬局　滝井店〒570-0075 06-4250-3311たんぽぽ薬局株式会社栗原　恵里 平26. 6. 1調剤 薬局
     守口市紅屋町５－１３　１階 常　勤:    4　代表取締役　松野　 新規 現存
     (薬       4)英子 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 206632-02083 みさき薬局 〒570-0014 06-6780-0828株式会社ライ・グラス鳥本　恵美 平26. 6. 1調剤 薬局
     守口市藤田町４丁目４８－２ 常　勤:    1　代表取締役　松岡　 組織変更 現存
     (薬       1)秀樹 平26. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 206732-02091 のぞみ調剤薬局 〒570-0034 06-6991-8911株式会社のぞみ調剤薬杉山　香奈恵 平26.10. 1調剤 薬局
     守口市西郷通１丁目１５－１第三常　勤:    3局　代表取締役　木村 組織変更 現存
     エス・ケイビル１階 (薬       3)　裕一 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 206832-02117 わかば薬局 〒570-0079 06-6993-4343株式会社ＫＮファーマ宮西　隆 平26.11. 1調剤 薬局
     守口市金下町２丁目１３－６ 常　勤:    1シー　代表取締役　福 組織変更 現存
     (薬       1)永　浩之 平26.11. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 206932-02125 アカカベ薬局　守口店〒570-0017 06-6907-4193株式会社アカカベ　代齋藤　誠 平27.11. 1調剤 薬局
     守口市佐太東町１丁目３８－９ 常　勤:    1表取締役　皆川　友夫 新規 現存
     (薬       1) 平27.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 207032-02133 アイン薬局　守口店 〒570-0091 06-6997-7375株式会社アインファー寺坂　夏季 平27.11. 1調剤 薬局
     守口市北斗町８－１４ 常　勤:    4マシーズ　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       4)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 207132-02141 エルモ薬局 〒570-0008 06-6998-0096岡田　至啓 山原　邦信 平28. 4. 1調剤 薬局
     守口市八雲北町２丁目１０－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 207232-02158 銀明堂薬局　守口店 〒570-0037 06-6992-1123有限会社銀明堂薬局　水田　富美子 平28. 8. 1調剤 薬局
     守口市大枝北町１－２４ 常　勤:    1代表取締役　島　修三 新規 現存
     (薬       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 207332-02166 カメイ調剤薬局　守口〒570-0014 06-6780-3090カメイ株式会社　代表須賀　恒子 平28.11. 1調剤 薬局
     大和田店 守口市藤田町五丁目８－５ガーネ常　勤:    3取締役　亀井　文行 新規 現存
     フリューゲル１０３号室 (薬       3) 平28.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 207432-02174 ねね薬局 〒570-0031 06-6991-2211浦﨑　剛 浦﨑　剛 平28.12. 1調剤 薬局
     守口市橋波東之町二丁目９番１４常　勤:    1 新規 現存
     号 (薬       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 207532-02182 りぼん薬局 〒570-0061 06-6993-0046株式会社ＫＮファーマ中嶋　仁嗣 平29. 7. 1調剤 薬局
     守口市小春町１－６ 常　勤:    3シー　代表取締役　福 組織変更 現存
     (薬       3)永　浩之 平29. 7. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 207632-02190 なないろ薬局 〒570-0056 06-6967-8570株式会社ＩＫＧ　代表水口　典子 平29. 8. 1調剤 薬局
     守口市寺内町２丁目７－３サンキ常　勤:    1取締役　小林　一佳 新規 現存
     ュービル２０３号 (薬       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 207732-02208 カモミール薬局 〒570-0066 06-6997-1144刀根　真由子 刀根　真由子 平29. 7. 1調剤 薬局
     守口市梅園町２－３３　エムワイ常　勤:    1 継承 現存
     ビル１Ｆ (薬       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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 207833-00556 楠本薬局 〒557-0031 06-6641-1717株式会社楠本薬局　代楠本　悦子 昭32.10. 1調剤 薬局
     大阪市西成区鶴見橋一丁目１７番常　勤:    4表取締役　楠本　悦子 新規 現存
     １９号 (薬       4) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 207933-00580 浅川薬局 〒557-0031 06-6561-2361有限会社浅川薬局　代淺川　佳則 昭32.10. 1調剤 薬局
     大阪市西成区鶴見橋三丁目２番２常　勤:    1表取締役　浅川　佳孝 新規 現存
     ６号 (薬       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 208033-00788 カニタ薬局 〒557-0016 06-6641-1228有限会社カニタ薬局　桂　幸作 昭32.11. 1調剤 薬局
     大阪市西成区花園北二丁目８番７常　勤:    5代表取締役　桂　幸作 新規 現存
     号 (薬       5) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 208133-00994 啓明堂薬局 〒557-0051 06-6658-6449松村　喜久子 松村　喜久子 昭43. 2. 1調剤 薬局
     大阪市西成区橘三丁目１２番３号常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 208233-01042 ハヤシ薬局 〒557-0031 06-6561-7928株式会社ハヤシ薬局　林　弘國 昭45. 6. 1調剤 薬局
     大阪市西成区鶴見橋三丁目９番２常　勤:    2代表取締役　林　弘國 新規 現存
     １号 (薬       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 208333-01133 菊池薬局 〒557-0001 06-6633-9910有限会社菊池薬局　代全徳　信子 昭49.11. 1調剤 薬局
     大阪市西成区山王２－１０－９ 常　勤:    1表取締役　藤川　史郎 新規 現存
     (薬       1) 平 4.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 208433-01182 正田薬局 〒557-0033 06(6651)4925有限会社正田薬局　代中川　恵司 昭51. 5. 1調剤 薬局
     大阪市西成区梅南１－４－２ 常　勤:    3表取締役　中川　恵司 新規 現存
     (薬       3) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 208533-01349 小島保健薬局 〒557-0055 06-6661-6532有限会社小島保健薬局小島　依功子 昭55.10.21調剤 薬局
     大阪市西成区千本南二丁目２番９常　勤:    1　代表取締役　小島　 組織変更 現存
     号 (薬       1)英男 平28.10.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 208633-01380 榎本漢方薬局 〒557-0042 06-6661-6523榎本　きみ子 平尾　一男 昭56.11. 1調剤 薬局
     大阪市西成区岸の里２－１３－１常　勤:    1 新規 現存
     ８ (薬       1) 平 5.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 208733-01448 かなめ薬局 〒557-0004 06-6649-4811有限会社かなめ薬局　北村　操子 昭58.12. 1調剤 薬局
     大阪市西成区萩之茶屋一丁目１番常　勤:    2代表取締役　北村　操 新規 現存
     ６号 (薬       2)子 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 208833-01489 健勝堂薬局 〒557-0011 06-6653-7586橋爪　美樹 橋爪　美樹 昭62. 3. 1調剤 薬局
     大阪市西成区天下茶屋東二丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ６番３号 (薬       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 208933-01505 アオキ薬局 〒557-0031 06-6631-1850有限会社アオキ薬局　青木　正雄 昭62. 7. 1調剤 薬局
     大阪市西成区鶴見橋一丁目１３番常　勤:    1代表取締役　青木　正 組織変更 現存
     １１号 (薬       1)雄 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 209033-01547 コットン調剤薬局 〒557-0042 06-6652-6571有限会社コットン調剤田中　道代 平 2. 8. 1調剤 薬局
     大阪市西成区岸里東二丁目３番２常　勤:    4センター　代表取締役 新規 現存
     ２号 (薬       4)　西山　峯弘 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 209133-01620 ミナミ薬局 〒557-0014 06-6654-0307株式会社ウェルネス南南　静 平 4. 4. 1調剤 薬局
     大阪市西成区天下茶屋二丁目５番常　勤:    3　代表取締役　南　静 組織変更 現存
     １８号 (薬       3) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 209233-01638 藤井薬局 〒557-0044 06-6661-4798株式会社藤井薬局　代藤井　博昭 平 4. 5. 1調剤 薬局
     大阪市西成区玉出中二丁目１番２常　勤:    1表取締役　藤井　博昭 移転 現存
     ３号 (薬       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 209333-01752 大浜薬局 〒557-0013 06-6661-7587岡本　弥栄子 岡本　弥栄子 平 6. 6.24調剤 薬局
     大阪市西成区天神ノ森１－１２－常　勤:    1 継承 現存
     ３ (薬       1) 平30. 6.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 209433-01760 宮地薬局 〒557-0015 06-6661-3895宮地　憲市 宮地　憲市 平 6. 9. 1調剤 薬局
     大阪市西成区花園南一丁目４番１常　勤:    1 新規 現存
     ９号 (薬       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 209533-01802 コトブキ薬局 〒557-0014 06-6651-6625左海　千鶴子 左海　千鶴子 平 7. 9. 1調剤 薬局
     大阪市西成区天下茶屋三丁目１１常　勤:    1 新規 現存
     番地７号 (薬       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 209633-01810 クスリのイトウ薬局 〒557-0042 06-6653-5543株式会社クスリのイト伊藤　明 平 8. 9. 1調剤 薬局
     大阪市西成区岸里東二丁目１３番常　勤:    1ウ　代表取締役　伊藤 新規 現存
     １３号ハイムアサダ１階 (薬       1)　明 平29. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 209733-01836 若葉薬局 〒557-0052 06-6661-4001有限会社サタケ　代表浅野　史嗣 平 9. 2. 1調剤 薬局
     大阪市西成区潮路一丁目１－２１常　勤:    3取締役　牛嶋　良昭 新規 現存
     メゾン丸菱１階 (薬       3) 平30. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 209833-01885 三和薬局 〒557-0004 06-6641-2126運　節子 西山　陽子 平10. 2.13調剤 薬局
     大阪市西成区萩之茶屋二丁目３番常　勤:    1 継承 現存
     ３号 (薬       1) 平28. 2.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 209933-01935 泉薬局　岸里店 〒557-0041 06-6655-5518泉アークス株式会社　近藤　隆士 平11. 2. 1調剤 薬局
     大阪市西成区岸里二丁目３番３３常　勤:    7代表取締役　河田　真 新規 現存
     －１号ラフィーネ岸里１階 (薬       7)紀子 平29. 2. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 210033-01943 玉出西フジイ薬局 〒557-0045 06-4398-3220株式会社藤井薬局　代藤井　るみ子 平11. 2. 1調剤 薬局
     大阪市西成区玉出西一丁目６番４常　勤:    1表取締役　藤井　博昭 新規 現存
     号 (薬       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 210133-01968 西田薬局 〒557-0001 06-6631-2562有限会社西田薬局　代安藤　淳子 平11. 5.14調剤 薬局
     大阪市西成区山王一丁目５番１７常　勤:    1表取締役　安藤　淳子 組織変更 現存
     号 (薬       1) 平29. 5.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 210233-01984 田中薬局 〒557-0011 06-6661-4475原田　千代 原田　千代 平11.10. 8調剤 薬局
     大阪市西成区天下茶屋東一丁目２常　勤:    1 継承 現存
     ２番１号 (薬       1) 平29.10. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 210333-01992 天下茶屋薬局 〒557-0014 06-6655-5720協栄薬品株式会社　代鷹羽　倫子 平12. 4. 1調剤 薬局
     大阪市西成区天下茶屋一丁目１７常　勤:    1表取締役　割石　佳秀 新規 現存
     番７号 (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 210433-02123 サンエイ薬局 〒557-0011 06-6655-6020協栄薬品株式会社　代金正　麻衣 平14.10. 1調剤 薬局
     大阪市西成区天下茶屋東二丁目１常　勤:    2表取締役　割石　佳秀 新規 現存
     ５番１３号 (薬       2) 平26.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 210533-02172 ホーム薬局 〒557-0002 06-6647-6137有限会社グッドラック立花　壽人 平14.10. 1調剤 薬局
     大阪市西成区太子一丁目１番７号常　勤:    2　取締役　立花　壽人 組織変更 現存
     (薬       2) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 210633-02198 マルキ薬局 〒557-0001 06-6641-1266有限会社マルキ薬局　辻屋　正弘 平14.12.22調剤 薬局
     大阪市西成区山王三丁目１９番１常　勤:    1代表取締役　辻屋　節 移転 現存
     ７号 (薬       1)子 平26.12.22
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 210733-02206 まるた薬局 〒557-0055 06-6661-0466有限会社まるた薬局　丸田　和正 平15. 2. 1調剤 薬局
     大阪市西成区千本南一丁目１番１常　勤:    2代表取締役　丸田　和 組織変更 現存
     ３号 (薬       2)正 平27. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 210833-02222 ファミリー薬局 〒557-0014 06-6659-5690協栄薬品株式会社　代中山　静 平15. 5. 1調剤 薬局
     大阪市西成区天下茶屋一丁目１７常　勤:    1表取締役　割石　佳秀 移転 現存
     番３６号 (薬       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 210933-02230 あんどう薬局 〒557-0004 06-6630-0027安東　英富 李　美佐 平15.10. 1調剤 薬局
     大阪市西成区萩之茶屋二丁目１０常　勤:    1 移転 現存
     番５号 (薬       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211033-02248 マルヤ薬局 〒557-0044 06-6659-5376有限会社マルヤ　代表松岡　伸行 平15.11. 1調剤 薬局
     大阪市西成区玉出中一丁目５番２常　勤:    2取締役　松岡　伸行 組織変更 現存
     ９号 (薬       2) 平27.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211133-02263 ミヤケ薬局 〒557-0044 06-6657-2752株式会社サンメデイッ三宅　一正 平16. 3. 1調剤 薬局
     大阪市西成区玉出中一丁目１０番常　勤:    2クス　代表取締役　三 組織変更 現存
     １２号 (薬       2)宅　千代子 平28. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211233-02271 ミヤケ薬局　南津守店〒557-0063 06-6659-4970株式会社サンメデイッ南　由紀子 平16. 3. 1調剤 薬局
     大阪市西成区南津守四丁目３番１常　勤:    3クス　代表取締役　三 組織変更 現存
     ４号ポアール２１　１階 (薬       3)宅　千代子 平28. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
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 211333-02289 なの花薬局　阿倍野店〒557-0001 06-6636-8251株式会社　共栄ファー赤刎　美生 平16. 7. 1調剤 薬局
     大阪市西成区山王一丁目９番７号常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)宇野　光裕 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211433-02321 ドリーム薬局 〒557-0055 06-6655-5006有限会社　ドリーム　楠　春美 平17.12. 1調剤 薬局
     大阪市西成区千本南一丁目２番３常　勤:    2代表取締役　福地　茂 新規 現存
     号 (薬       2) 平29.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211533-02339 ファミリー太子薬局 〒557-0002 06-6647-2003協栄薬品株式会社　代篠原　悦子 平18. 2. 1調剤 薬局
     大阪市西成区太子一丁目１４番７常　勤:    1表取締役　割石　佳秀 新規 現存
     号 (薬       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211633-02354 米田薬局 〒557-0041 06-6655-6033有限会社イーストレイ松村　可奈子 平18. 6. 1調剤 薬局
     大阪市西成区岸里一丁目１番４号常　勤:    6ク　代表取締役　米田 新規 現存
     (薬       6)　眞理子 平30. 6. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211733-02362 中央薬局 〒557-0025 06-6633-1858株式会社中央薬局　代佐々木　裕一 平18. 5. 1調剤 薬局
     大阪市西成区長橋一丁目２番８号常　勤:    1表取締役　岩崎　賀世 組織変更 現存
     (薬       1)子 平30. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211833-02388 関西薬局 〒557-0063 06-6655-5430株式会社共和コーポレ安 　和哉 平18.10. 1調剤 薬局
     大阪市西成区南津守七丁目５番７常　勤:    4ーション　代表取締役 組織変更 現存
     号 (薬       4)　杉浦　正 平24.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211933-02438 ナイス薬局 〒557-0025 06-4392-0713株式会社　ナイス　代藤村　英樹 平19. 5. 1調剤 薬局
     大阪市西成区長橋二丁目６番３１常　勤:    1表取締役　冨田　一幸 移転 現存
     号 (薬       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 212033-02461 グレス薬局 〒557-0001 06-6632-1906株式会社ロイン　代表朴　芳未 平20. 4. 1調剤 薬局
     大阪市西成区山王一丁目８番３号常　勤:    1取締役　畑　智 新規 現存
     ドゥスプランドゥール　１階 (薬       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 212133-02479 ファミリー松薬局 〒557-0033 06-6656-5266協栄薬品株式会社　代矢野　瑞穂 平20. 4. 1調剤 薬局
     大阪市西成区梅南一丁目１番６号常　勤:    1表取締役　割石　佳秀 移転 現存
     (薬       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 212233-02511 アトム薬局 〒557-0041 06-6606-8885長生　忠之 曽我部　晴美 平21. 4. 1調剤 薬局
     大阪市西成区岸里一丁目４番２５常　勤:    1 新規 現存
     号 (薬       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 212333-02537 オリーブ薬局 〒557-0031 06-6562-3737森井　由惠 森井　由惠 平21. 4. 1調剤 薬局
     大阪市西成区鶴見橋二丁目７番１常　勤:    2 新規 現存
     ８号 (薬       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 212433-02545 シルバー薬局 〒557-0004 06-6643-0400協栄薬品株式会社　代割石　佳秀 平21. 5. 1調剤 薬局
     大阪市西成区萩之茶屋三丁目８番常　勤:    1表取締役　割石　佳秀 新規 現存
     １５号 (薬       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 212533-02586 ファミリー薬局　岸里〒557-0052 06-6652-6324協栄薬品株式会社　代割石　英男 平23. 4. 1調剤 薬局
     店 大阪市西成区潮路一丁目７番１１常　勤:    1表取締役　割石　佳秀 新規 現存
     号Ｆｅｌｉｚ岸里１階 (薬       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 212633-02636 ほほえみ薬局 〒557-0052 06-6654-8805ベガファーマ株式会社伊東　勇志 平24. 4. 1調剤 薬局
     大阪市西成区潮路２丁目４番３６常　勤:    1　代表取締役　久野　 新規 現存
     号 (薬       1)泰弘 平30. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 212733-02644 ミキ薬局 〒557-0043 06-6655-6464有限会社ドリーム　代田村　登志子 平24. 7. 1調剤 薬局
     大阪市西成区玉出東１丁目８番２常　勤:    1表取締役　福地　茂 新規 現存
     ２号北村マンション１０２号 (薬       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 212833-02651 ツバサ薬局　帝塚山西〒557-0044 06-6652-0077株式会社　オフィスケ大川　恵子 平24. 7. 1調剤 薬局
     店 大阪市西成区玉出中２丁目１番２常　勤:    1ン　代表取締役　影山 新規 現存
     ８号 (薬       1)　健 平24. 7. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 212933-02685 絆薬局 〒557-0025 06-6561-0170有限会社タイガー　取海津　真美子 平24. 9. 1調剤 薬局
     大阪市西成区長橋３丁目６番４１常　勤:    1締役　溝上　惠子 新規 現存
     号 (薬       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 213033-02719 アンデス薬局 〒557-0045 06-6655-5145株式会社アンデス薬局山下　健史 平25. 1. 1調剤 薬局
     大阪市西成区玉出西２丁目６番６常　勤:    1　代表取締役　墨谷　 新規 現存
     号ヒラヤマビル１Ｆ１０Ｂ (薬       1)公一 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 213133-02727 調剤薬局マツモトキヨ〒557-0034 06-6653-3111株式会社マツモトキヨ姜　世吉 平25. 1. 1調剤 薬局
     シ　西成店 大阪市西成区松３丁目１番５号 常　勤:    1シファーマシーズ　代 新規 現存
     (薬       1)表取締役　加藤　正実 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 213233-02735 平和薬局 〒557-0002 06-6649-1737株式会社コクミン　代水谷　稔 平24.12. 1調剤 薬局
     大阪市西成区太子２丁目３番１０常　勤:    3表取締役　絹巻　秀展 組織変更 現存
     号 (薬       3) 平24.12. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 213333-02750 まもる薬局 〒557-0052 06-6656-0933株式会社　礎　代表取河合　香織 平26. 1. 1調剤 薬局
     大阪市西成区潮路２丁目４番２７常　勤:    3締役　阪本　美穂 組織変更 現存
     号 (薬       3) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 213433-02776 共創未来　鶴見橋薬局〒557-0031 06-4396-5426株式会社ファーマみら山本　洋子 平26. 2. 1調剤 薬局
     大阪市西成区鶴見橋１丁目６番１常　勤:    2い　代表取締役　清原 新規 現存
     ０号 (薬       2)　陽子 平26. 2. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 213533-02784 真心堂薬局 〒557-0014 06-6656-4066株式会社のぞみ　代表中島　正行 平26. 3. 1調剤 薬局
     大阪市西成区天下茶屋３丁目２８常　勤:    1取締役　中島　茂子 新規 現存
     番５号ＴＭビル１Ｆ (薬       1) 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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 213633-02792 マーブル薬局 〒557-0011 06-6655-0901木村　彩香 木村　彩香 平26. 4. 1調剤 薬局
     大阪市西成区天下茶屋東２丁目１常　勤:    1 新規 現存
     １番６号レオンコート天下茶屋１(薬       1) 平26. 4. 1
     ０１号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 213733-02800 尾 薬局　鶴見橋店 〒557-0031 06-6630-7330クラフト株式会社　代谷本　篤史 平26. 6. 1調剤 薬局
     大阪市西成区鶴見橋１丁目６番１常　勤:    3表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     ６号１Ｆ (薬       3) 平26. 6. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 213833-02818 さつき薬局 〒557-0033 06-6659-6888有限会社ＤＭＤ　取締遠山　美佳 平26. 8. 1調剤 薬局
     大阪市西成区梅南１丁目２番１４常　勤:    2役　花田　昌弘 組織変更 現存
     号シャトー杉本１階 (薬       2) 平26. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 213933-02826 シルク薬局 〒557-0031 06-6636-0469クラフト株式会社　代池田　冴子 平27. 2. 1調剤 薬局
     大阪市西成区鶴見橋１丁目５番１常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     ４号１階 (薬       2) 平27. 2. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 214033-02834 福住薬局 〒557-0052 06-6661-2916福住　博美 福住　博美 平27. 5. 1調剤 薬局
     大阪市西成区潮路２丁目１番３３常　勤:    1 継承 現存
     号 (薬       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 214133-02867 ファミリー薬局　山王〒557-0001 06-6556-9015協栄薬品株式会社　代床田　藍 平27. 8. 1調剤 薬局
     店 大阪市西成区山王２丁目１３番１常　勤:    1表取締役　割石　佳秀 新規 現存
     ９号１階 (薬       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 214233-02883 なごみ薬局 〒557-0032 06-6645-7538南　泰晴 南　泰晴 平28. 1. 1調剤 薬局
     大阪市西成区旭１丁目５番４号１常　勤:    1 新規 現存
     階 (薬       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 214333-02891 本町薬局 〒557-0033 06-6652-0754株式会社ティラインフ池田　涼 平28. 1. 1調剤 薬局
     大阪市西成区梅南１丁目２番１号常　勤:    6ァーマシー　代表取締 組織変更 現存
     近大ビル１階 (薬       6)役　川根　正則 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 214433-02917 こつま薬局 〒557-0034 06-6656-6007一般社団法人大阪ファ向井　都 平28. 4. 1調剤 薬局
     大阪市西成区松二丁目１番９号 常　勤:    2ルマプラン　理事長　 組織変更 現存
     (薬       2)廣田　憲威 平28. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 214533-02933 すみれ薬局 〒557-0044 06-6569-9012株式会社メディカルテ山内　健嗣 平28. 6. 1調剤 薬局
     大阪市西成区玉出中二丁目７番１常　勤:    1ット　代表取締役　山 組織変更 現存
     ０号１階 (薬       1)内　健嗣 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 214633-02958 みつき調剤薬局 〒557-0014 06-6655-6641充調剤株式会社　代表竹田　充宏 平28. 8. 1調剤 薬局
     大阪市西成区天下茶屋三丁目２０常　勤:    1取締役　竹田　充宏 組織変更 現存
     番９号グリーンシャトー１階 (薬       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 214733-02966 元気薬局 〒557-0033 06-6661-6611株式会社大榮　代表取藤田　康之 平28.10. 1調剤 薬局
     大阪市西成区梅南二丁目５番１３常　勤:    3締役　都　好美 移転 現存
     号ほほえみハウス弐番館１階 (薬       3) 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 214833-02982 シマノ薬局 〒557-0013 06-6661-9980一瀬　由美子 一瀬　由美子 平29. 5. 1調剤 薬局
     大阪市西成区天神ノ森１丁目１２常　勤:    1 移転 現存
     番１８号メゾン聖天坂１０６ (薬       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 214933-02990 ベンテン薬局 〒557-0053 06-6658-4370有限会社川口薬店　代川口　依里 平29. 7. 1調剤 薬局
     大阪市西成区千本北１丁目１０番常　勤:    1表取締役　川口　俊雄 新規 現存
     １３号 (薬       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 215033-03006 ひまわり薬局 〒557-0044 06-6653-3003株式会社日栄　代表取三五　晃裕 平29. 6. 1調剤 薬局
     大阪市西成区玉出中２丁目１５番常　勤:    5締役　亀井　竜夫 組織変更 現存
     ２１号 (薬       5) 平29. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 215133-03014 キリン堂薬局　岸里駅〒557-0052 06-6653-5115株式会社キリン堂　代竹内　将士 平29. 8. 1調剤 薬局
     前店 大阪市西成区潮路１丁目１０番１常　勤:    1表取締役　寺西　豊彦 新規 現存
     ３号 (薬       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 215233-03022 ヤスダ薬局 〒557-0051 06-6661-5094坂口　惠子 坂口　惠子 平29. 7.20調剤 薬局
     大阪市西成区橘二丁目７番２７号常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平29. 7.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 215333-03030 ココカラファイン薬局〒557-0041 06-6655-2071株式会社ココカラファ小林　元子 平29.10. 1調剤 薬局
     　カナート天下茶屋店大阪市西成区岸里一丁目１番９５常　勤:    2インヘルスケア　代表 組織変更 現存
     号カナートモール天下茶屋２階 (薬       2)取締役　塚本　厚志 平29.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 215433-03048 リヨン薬局 〒557-0053 06-6655-5650リョン薬局株式会社　村上　德太郎 平29.10. 2調剤 薬局
     大阪市西成区千本北二丁目３１番常　勤:    3代表取締役　村上　德 移転 現存
     ３号 (薬       3)太郎 平29.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 215533-03055 かみなと薬局 〒557-0014 06-6652-5393有限会社ＤＭＤ　取締花田　昌弘 平30. 3. 1調剤 薬局
     大阪市西成区天下茶屋三丁目１９常　勤:    1役　花田　昌弘 組織変更 現存
     番２０号 (薬       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 215633-03063 スギ薬局　玉出店 〒557-0045 06-6115-6781株式会社スギ薬局　代 原　則夫 平30. 5. 1調剤 薬局
     大阪市西成区玉出西二丁目４番２常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     ８号コヨットビル１階 (薬       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 215733-03071 かるがも薬局　天下茶〒557-0015 06-4703-3952株式会社メディカルか南　訓史 平30. 4. 1調剤 薬局
     屋店 大阪市西成区花園南二丁目７番１常　勤:    1るがも　代表取締役　 組織変更 現存
     ３号１Ｆ (薬       1)森　正彦 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 215833-03089 三和薬局　天下茶屋店〒557-0015 06-4703-3981岡山　典由 岡山　典由 平30. 6. 1調剤 薬局
     大阪市西成区花園南２丁目７番２常　勤:    1 新規 現存
     号１階 (薬       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 215934-00273 漢方百草園薬局 〒583-0027 0729-55-1328三宝商事有限会社　代岡田　圭司 昭52. 1. 1調剤 薬局
     藤井寺市岡二丁目８番９号 常　勤:    1表取締役　岡田　圭司 新規 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 216034-00331 赤壁漢方薬局 〒583-0024 0729-55-5922永岡　達男 永岡　達男 昭56.12. 1調剤 薬局
     藤井寺市藤井寺一丁目１２番２７常　勤:    1 新規 現存
     号 (薬       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 216134-00406 仲全快堂薬局 〒583-0012 0729-53-3203武村　稔 武村　稔 平 2. 2. 1調剤 薬局
     藤井寺市道明寺五丁目６番２３号常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 216234-00455 あかね薬局 〒583-0026 072-952-7052有限会社　あかね　代田川　奈緒子 平 9. 1. 1調剤 薬局
     藤井寺市春日丘一丁目２番３号 常　勤:    2表取締役　稲田　勝子 新規 現存
     (薬       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 216334-00554 サカエ薬局 〒583-0033 0729-31-0303岡田　至啓 岡田　至啓 平15.10. 1調剤 薬局
     藤井寺市小山一丁目１番１号ＥＳ常　勤:    1 新規 現存
     Ｔ・Ｍビル１階 (薬       1) 平27.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 216434-00562 くるみ薬局 〒583-0014 0729-52-8504ベガファーマ株式会社藤井　規代 平16. 7. 1調剤 薬局
     藤井寺市野中四丁目１６番３０号常　勤:   11　代表取締役　久野　 組織変更 現存
     (薬      11)泰弘 平28. 7. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 216534-00588 ファーマシィはーと薬〒583-0027 0729-31-3111株式会社ファーマシィ北中　紀子 平16.12. 1調剤 薬局
     局 藤井寺市岡二丁目９番１５号 常　勤:    1　代表取締役　武田　 新規 現存
     (薬       1)宏 平28.12. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 216634-00596 サエラ薬局　土師ノ里〒583-0007 0729-31-7710株式会社　サエラファ中西　秀之 平17. 1. 1調剤 薬局
     店 藤井寺市林五丁目７番２８号 常　勤:    5ーマシーズ　代表取締 新規 現存
     (薬       5)役　小池　由久 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 216734-00653 三晃薬局 〒583-0008 072-937-5128株式会社Ｙ・Ｋ・Ｙ・森下　幸彦 平19. 7. 1調剤 薬局
     藤井寺市大井四丁目１６番２１号常　勤:    1Ｔメディカル　代表取 組織変更 現存
     (薬       1)締役　森下　幸彦 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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 216834-00661 のぞみ薬局　土師ノ里〒583-0011 072-953-6007株式会社アビメディカ山﨑　友香 平19.10. 1調剤 薬局
     店 藤井寺市沢田三丁目６番５２号 常　勤:    1ル　代表取締役　保田 新規 現存
     (薬       1)　裕司 平25.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 216934-00679 クオール薬局　藤井寺〒583-0027 072-931-2251クオール株式会社　代川村　恵 平19.10. 1調剤 薬局
     駅前店 藤井寺市岡二丁目１番２８号 常　勤:    1表取締役　中村　敬 組織変更 現存
     (薬       1) 平25.10. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 217034-00695 イシダ薬局 〒583-0007 072-931-5006有限会社大山調剤薬局石田　孝行 平21. 1. 1調剤 薬局
     藤井寺市林五丁目７番２７号 常　勤:    2　取締役　石田　敬代 新規 現存
     (薬       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 217134-00703 オオサカ薬局 〒583-0034 072-954-1800有限会社オオサカ薬局古野　喜奴子 平21. 3. 1調剤 薬局
     藤井寺市小山藤の里町１４番１藤常　勤:    3　取締役　鳥越　未穂 新規 現存
     の里ハイツ１０１号 (薬       3)子 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 217234-00711 はな薬局 〒583-0026 072-931-7201株式会社Ｅｌｃｙ　代米澤　優一 平21.11. 1調剤 薬局
     藤井寺市春日丘一丁目２番２３号常　勤:    3表取締役　林　達治 組織変更 現存
     アベニュー２３　１階 (薬       3) 平27.11. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 217334-00737 だいちゃん薬局　３号〒583-0012 072-938-1199株式会社ウェルビッグ桂田　栄子 平23. 7. 1調剤 薬局
     店 藤井寺市道明寺６丁目１７－１７常　勤:    1　代表取締役　船多　 新規 現存
     (薬       1)大 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 217434-00745 タイヘイ薬局 〒583-0036 072-931-1888株式会社ＰＭＣ　代表堀　博行 平23.10. 1調剤 薬局
     藤井寺市恵美坂１丁目２番３号ナ常　勤:    3取締役　吉田　尚由 組織変更 現存
     ービス藤井寺恵美坂１Ｆ (薬       3) 平29.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 217534-00752 くるみ薬局　野中店 〒583-0014 072-937-0810ベガファーマ株式会社吉井　耕一郎 平23.11. 1調剤 薬局
     藤井寺市野中２丁目１２３－１ 常　勤:    3　代表取締役　久野　 新規 現存
     (薬       3)泰弘 平29.11. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
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 217634-00760 エースつばさ薬局 〒583-0024 072-952-8712株式会社ブレイド　代竹下　昌宏 平24. 1. 1調剤 薬局
     藤井寺市藤井寺１丁目１９－５信常　勤:    1表取締役　竹下　昌宏 組織変更 現存
     光プラザ１０２号 (薬       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 217734-00778 藤井寺つばさ薬局 〒583-0022 072-931-3337株式会社ブレイド　代大山　綾 平24. 1. 1調剤 薬局
     藤井寺市東藤井寺町１－３２ 常　勤:    1表取締役　竹下　昌宏 組織変更 現存
     (薬       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 217834-00786 ハーブ薬局 〒583-0012 072-937-7711ハーブ株式会社　代表福永　敬三 平24. 3. 1調剤 薬局
     藤井寺市道明寺２丁目１１－３ 常　勤:    1取締役　福永　敬三 移転 現存
     (薬       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 217934-00794 チェリーつばさ薬局 〒583-0024 072-959-3601株式会社ブレイド　代礒部　圭子 平24. 4. 1調剤 薬局
     藤井寺市藤井寺２丁目６－３２ 常　勤:    1表取締役　竹下　昌宏 新規 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 218034-00802 春日丘薬局 〒583-0026 072-931-6555株式会社ウィズファー 井　晴美 平24. 4. 1調剤 薬局
     藤井寺市春日丘１丁目２－３８春常　勤:    2マ　代表取締役　水口 組織変更 現存
     日丘ビル１階 (薬       2)　史子 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 218134-00810 幸生堂薬局 〒583-0012 072-930-0077株式会社ヘルシーワー佐々木　真希 平24.11. 1調剤 薬局
     藤井寺市道明寺６丁目１２－３３常　勤:    2ク　代表取締役　福本 新規 現存
     (薬       2)　康幸 平24.11. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 218234-00828 ぺんぎん薬局 〒583-0026 072-979-7128株式会社Ｅｌｃｙ　代早川　純子 平25. 4. 1調剤 薬局
     藤井寺市春日丘２丁目１１－１２常　勤:    3表取締役　林　達治 新規 現存
     (薬       3) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 218334-00836 サエラ薬局　藤井寺店〒583-0007 072-939-1121株式会社サエラ　代表尾野　明 平25. 5. 1調剤 薬局
     藤井寺市林２丁目６－２２ 常　勤:    2取締役　小池　由久 新規 現存
     (薬       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 218434-00844 幸生堂薬局 〒583-0027 072-936-6000株式会社ヘルシーワー植村　美希 平25.11. 1調剤 薬局
     藤井寺市岡１丁目１５－２８ 常　勤:    1ク　代表取締役　福本 新規 現存
     (薬       1)　康幸 平25.11. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 218534-00851 白鳥薬局 〒583-0008 072-959-5525株式会社ウィング　代岩田　実規生 平26. 1. 1調剤 薬局
     藤井寺市大井５丁目６－３３ 常　勤:    1表取締役　森下　明美 新規 現存
     (薬       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 218634-00869 くじら薬局 〒583-0027 072-915-4360有限会社イマトクメデ小島　尚太 平26. 5. 1調剤 薬局
     藤井寺市岡２丁目１１番８号 常　勤:    3ィック　代表取締役　 新規 現存
     (薬       3)德上　洋之 平26. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 218734-00877 ひまわり薬局 〒583-0017 072-937-3920グリーンファーマシー亘　香奈 平26.10. 1調剤 薬局
     藤井寺市藤ケ丘２丁目１０－１４常　勤:    1株式会社　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       1)　古川　健一郎 平26.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 218834-00885 さくら薬局 〒583-0027 072-938-5815メディカル・カトウ有加藤　雅弘 平26.10. 1調剤 薬局
     藤井寺市岡２丁目１－１９ 常　勤:    2限会社　代表取締役　 移転 現存
     (薬       2)加藤　雅弘 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 218934-00893 あんず薬局 〒583-0024 072-952-1784有限会社アサヒファー竹岡　幾葉 平27. 6. 1調剤 薬局
     藤井寺市藤井寺３丁目５－１２Ｋ常　勤:    1マシー　代表取締役　 組織変更 現存
     ＳＴビル１階 (薬       1)星元　政治 平27. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 219034-00919 ファーマシィ薬局　藤〒583-0027 072-931-1151株式会社ファーマシィ森　聡子 平27.12. 1調剤 薬局
     井寺駅前 藤井寺市岡２丁目９－１３ 常　勤:    1　代表取締役　武田　 新規 現存
     (薬       1)宏 平27.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 219134-00927 アップル薬局 〒583-0027 072-938-8617株式会社ウィング　代堀内　昌美 平28. 9. 1調剤 薬局
     藤井寺市岡一丁目５番３５号スリ常　勤:    6表取締役　森下　明美 組織変更 現存
     ーエイトビル１階 (薬       6) 平28. 9. 1
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 219234-00935 ウェーブ薬局　藤井寺〒583-0021 072-959-8846ウェーブ薬局株式会社志伯　将也 平28.10. 1調剤 薬局
     店 藤井寺市御舟町３番１号 常　勤:    2　代表取締役　中村　 新規 現存
     (薬       2)和憲 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 219334-00943 オレンジ薬局　道明寺〒583-0012 072-930-6110株式会社オレンジファ中田　裕一 平30. 5. 1調剤 薬局
     店 藤井寺市道明寺２丁目７番５号 常　勤:    1ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　柳生　美江 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 219435-00197 太子薬局 〒583-0991 07219-8-0687川村　洋子 川村　洋子 昭36. 9. 1調剤 薬局
     南河内郡太子町春日１４６１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 219535-00544 とおやま薬局 〒585-0035 0721-90-2683遠山　典男 遠山　典男 平11. 7. 1調剤 薬局
     南河内郡河南町大字寛弘寺２４６常　勤:    1 新規 現存
     番の２ (薬       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 219635-00585 とおやま薬局　さくら〒585-0025 0721-90-4193遠山　典男 安東　和広 平19. 1. 1調剤 薬局
     坂店 南河内郡河南町さくら坂四丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ３番８号 (薬       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 219735-00593 春日薬局 〒583-0992 0721-98-0046株式会社フレンドファ五十棲　明子 平20. 1. 1調剤 薬局
     南河内郡太子町大字山田９８番地常　勤:    4ーマ　代表取締役　石 組織変更 現存
     の５ (薬       4)井　宏明 平26. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 219835-00601 オリーブ薬局 〒585-0005 0721-21-3399有限会社アイティーオ堀岡　恵 平25.11. 1調剤 薬局
     南河内郡河南町大宝１丁目４－２常　勤:    1ー　代表取締役　伊藤 新規 現存
     １ (薬       1)　憲一郎 平25.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 219935-00619 さやか薬局　河南店 〒585-0034 0721-93-7756メディックス株式会社坂口　佐智 平26. 4. 1調剤 薬局
     南河内郡河南町大字神山２７１－常　勤:    1　代表取締役　西村　 新規 現存
     １３ (薬       1)泰一 平26. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
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 220036-00195 カジ薬局 〒576-0035 072-891-2648梶　文 梶　文 昭49.12. 1調剤 薬局
     交野市私部南二丁目２６番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 220136-00294 交野駅前赤壁薬局 〒576-0052 072-891-6158株式会社　アカカベ　佐藤　雅子 昭53. 7. 1調剤 薬局
     交野市私部１４２２－１７ 常　勤:    2代表取締役　皆川　一 新規 現存
     (薬       2)雄 平 5. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 220236-00310 池田薬局 〒576-0016 072-891-2068池田　茂治 池田　秀子 昭56. 3. 1調剤 薬局
     交野市星田三丁目３７番１１号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 220336-00443 わかい薬局 〒576-0051 072-893-1843株式会社若井薬品　代若井　澄 平 9. 8. 1調剤 薬局
     交野市倉治三丁目２番５号 常　勤:    1表取締役　若井　澄 新規 現存
     (薬       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 220436-00450 みさき薬局 〒576-0022 072-893-7510株式会社エムプラン　徐　博基 平 9.11. 1調剤 薬局
     交野市藤が尾三丁目５番２号 常　勤:    1代表取締役　湊　眞 新規 現存
     (薬       1) 平24.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 220536-00476 カタノ薬局 〒576-0052 072-891-0034株式会社カタノ薬局　高津　有里 平10. 3. 4調剤 薬局
     交野市私部二丁目１４番９号 常　勤:    2代表取締役　森　光雄 組織変更 現存
     (薬       2) 平28. 3. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 220636-00500 レインボー薬局 〒576-0034 072-895-6002株式会社大阪レインボ田中　將智 平11. 3. 1調剤 薬局
     交野市天野が原町五丁目１４番６常　勤:    1ー薬局　代表取締役　 新規 現存
     号 (薬       1)木下　康昭 平29. 3. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 220736-00518 交野ファミリー薬局 〒576-0041 072-893-0587辻本　康男 辻本　康男 平12. 3. 1調剤 薬局
     交野市私部西二丁目１の１ 常　勤:    3 新規 現存
     (薬       3) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 220836-00526 星のまち薬局 〒576-0041 072-895-5005有限会社　東牧野薬局岩本　昌英 平12. 4. 1調剤 薬局
     交野市私部西一丁目３３番２５号常　勤:    2　代表取締役　岩本　 新規 現存
     交栄ビル１階 (薬       2)昌英 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 220936-00542 磐船阪神薬局 〒576-0036 072-810-5122株式会社阪神薬局　代 川　秀明 平14. 2. 1調剤 薬局
     交野市森北一丁目２２番６号　磐常　勤:    1表取締役　浦野　修明 新規 現存
     船合同ビル１階 (薬       1) 平26. 2. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 221036-00575 カジタ薬局 〒576-0021 072-892-8908樋口　幸子 樋口　幸子 平15. 3. 3調剤 薬局
     交野市妙見坂三丁目１番６号 常　勤:    1 移転 現存
     (薬       1) 平27. 3. 3
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 221136-00583 かるがも薬局　磐船店〒576-0036 072-810-6050株式会社メディカルか北朴木　美江 平15.10. 1調剤 薬局
     交野市森北一丁目３７番６号 常　勤:    1るがも　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)森　正彦 平27.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 221236-00591 みさき西薬局 〒576-0022 072-810-8070株式会社エムプラン　岩前　光高 平16. 6. 1調剤 薬局
     交野市藤が尾三丁目１６番１号 常　勤:    1代表取締役　湊　眞 新規 現存
     (薬       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 221336-00625 サンプラザ調剤薬局 〒576-0053 072-891-2931有限会社サン薬局交野山根　真由子 平16.12. 1調剤 薬局
     交野市郡津五丁目２９番５号 常　勤:    5　代表取締役　加地　 組織変更 現存
     (薬       5)尚子 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 221436-00633 アイ薬局 〒576-0016 072-893-7558有限会社　イーストレ坪倉　裕昌 平17. 4. 1調剤 薬局
     交野市星田五丁目２３番５号 常　勤:    1イク　代表取締役　米 組織変更 現存
     (薬       1)田　眞理子 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 221536-00674 ビーグル薬局　交野市〒576-0041 072-800-6666有限会社ビーグル　取坂根　祥宏 平19. 4. 1調剤 薬局
     駅店 交野市私部西一丁目８番１号京阪常　勤:    1締役　鍵田　恒行 新規 現存
     交野ビル２階 (薬       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 221636-00740 アピス薬局　星田店 〒576-0016 072-810-2551株式会社アピスファー守田　実紀 平22. 1. 1調剤 薬局
     交野市星田五丁目２９番８号レス常　勤:    4マシー　代表取締役　 組織変更 現存
     ポワール星田１階 (薬       4)川越　敏章 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 221736-00765 はたけなか薬局 〒576-0052 072-810-8676株式会社カタノ薬局　橋本　秋美 平22. 4. 1調剤 薬局
     交野市私部一丁目３１６４番地 常　勤:    2代表取締役　森　光雄 新規 現存
     (薬       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 221836-00773 かるがも薬局　交野店〒576-0041 072-808-6321株式会社メディカルか上永　一江 平22.10. 1調剤 薬局
     交野市私部西二丁目１６番１号 常　勤:    1るがも　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)森　正彦 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 221936-00781 あおぞら薬局 〒576-0053 072-807-5830株式会社中央薬局　代吉田　秀代 平25. 5. 1調剤 薬局
     交野市郡津４丁目３９－１２ 常　勤:    1表取締役　岩崎　賀世 新規 現存
     (薬       1)子 平25. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 222036-00807 エムハート薬局　おり〒576-0052 072-895-5877株式会社ミック　代表津田　忠典 平26. 1. 1調剤 薬局
     ひめ店 交野市私部８丁目３－５東明ビル常　勤:    1取締役　中川　春原 組織変更 現存
     １階 (薬       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 222136-00815 アカカベ薬局　私部店〒576-0052 072-895-0930株式会社アカカベ　代新原　博輝 平26. 8. 1調剤 薬局
     交野市私部３丁目１２－３ 常　勤:    1表取締役　皆川　友夫 組織変更 現存
     (薬       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 222236-00823 アカカベ交野薬局 〒576-0052 072-895-2992株式会社アカカベ　代城向　邦彦 平26. 8. 1調剤 薬局
     交野市私部４丁目２８－３ 常　勤:    1表取締役　皆川　友夫 組織変更 現存
     (薬       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 222336-00831 大仏町さくら薬局 〒576-0051 072-892-6501川畑　力仁 川畑　真紀 平27. 2. 1調剤 薬局
     交野市倉治３丁目５０－３ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 222436-00856 ひかり薬局 〒576-0043 072-810-5700株式会社エーシー　代橋川　正浩 平27. 4. 1調剤 薬局
     交野市松塚３９－３０ 常　勤:    8表取締役　道下　玄三 新規 現存
     (薬       8) 平27. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 222536-00872 かりん薬局 〒576-0031 072-895-5900株式会社かりん薬局　小田井　幸代 平28.10. 1調剤 薬局
     交野市森南一丁目９番５号ラ・コ常　勤:    2代表取締役　小田井　 組織変更 現存
     ンコルド１０２号 (薬       2)幸代 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 222636-00880 サンプラザ調剤薬局 〒576-0016 072-892-8221有限会社サン薬局交野田中　香衣 平29. 1.29調剤 薬局
     交野市星田五丁目１０番１４号イ常　勤:    3　代表取締役　加地　 移転 現存
     ンペリアルコート星田１階 (薬       3)尚子 平29. 1.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 222736-00898 ひまわりＭＣ薬局 〒576-0015 072-895-5562株式会社ＭＣメディカ満德　大輝 平29.10. 1調剤 薬局
     交野市星田西３丁目３－１コモン常　勤:    2ル　代表取締役　満德 新規 現存
     シティ星田ふれあいプラザ地下１(薬       2)　千鶴 平29.10. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 222836-00906 スギ薬局　交野店 〒576-0041 072-800-1371株式会社スギ薬局　代西田　和磨 平30. 3. 1調剤 薬局
     交野市私部西一丁目３３番２０号常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     じゃんぼスクエア交野店１階 (薬       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 222937-00193 摂津薬局 〒566-0046 06-6349-7600西川　好子 西川　好子 昭53. 1. 1調剤 薬局
     摂津市別府二丁目１４番３０号 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 223037-00219 漢方幸栄堂薬局 〒566-0053 0726-54-5484上田　幸資 上田　幸資 昭51.10. 1調剤 薬局
     摂津市鳥飼野々一丁目３１番１号常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 223137-00391 順心堂摂津薬局 〒566-0035 072-636-8577株式会社　ユウトク　長尾　健志 平12. 2. 1調剤 薬局
     摂津市鶴野一丁目１番２号 常　勤:    2代表取締役　川勝　信 新規 現存
     (薬       2)夫 平30. 2. 1
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 223237-00409 三晃堂薬局 〒566-0011 0726-23-6515株式会社三晃堂　代表伊藤　睦美 平13. 4. 2調剤 薬局
     摂津市千里丘東二丁目１０番１フ常　勤:    1取締役　伊藤　亮一 移転 現存
     ォルテ摂津地下１階 (薬       1) 平25. 4. 2
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 223337-00474 エミ薬局 〒566-0024 06-6382-0656有限会社エミ薬局　代海野　千幸 平15. 8. 1調剤 薬局
     摂津市正雀本町二丁目２１番４１常　勤:    2表取締役　海野　千幸 組織変更 現存
     号 (薬       2) 平27. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 223437-00482 ニューロン薬局 〒566-0001 06-6192-9510ニューロンネットワー山村　久美子 平15.10. 1調剤 薬局
     摂津市千里丘二丁目１２番１０号常　勤:    5ク株式会社　代表取締 組織変更 現存
     　１０３号室 (薬       5)役　石田　行司 平27.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 223537-00508 ニューロン薬局　正雀〒566-0024 06-6383-7200ニューロンネットワー村上　明子 平15.10.12調剤 薬局
     店 摂津市正雀本町二丁目１９番６号常　勤:    2ク株式会社　代表取締 組織変更 現存
     (薬       2)役　石田　行司 平27.10.12
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 223637-00516 コーナン薬局 〒566-0011 072-631-7811株式会社コーナン薬局塩見　光範 平16. 4. 1調剤 薬局
     摂津市千里丘東二丁目１１番２３常　勤:    8　代表取締役　石束　 新規 現存
     号 (薬       8)卓巳 平28. 4. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 223737-00532 ニューロン薬局　香露〒566-0034 072-630-5959ニューロンネットワー日向　晶子 平16.10. 1調剤 薬局
     園店 摂津市香露園３３番１０号 常　勤:    3ク株式会社　代表取締 新規 現存
     (薬       3)役　石田　行司 平28.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 223837-00599 まる薬局　南摂津店 〒566-0074 06-6827-0828河上　泰宏 河上　泰宏 平17.11. 1調剤 薬局
     摂津市東一津屋４番地１０号 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 223937-00607 メディカルケア　ニュ〒566-0024 06-4860-7400ニューロンネットワー西田　利恵 平18.10. 1調剤 薬局
     ーロン薬局 摂津市正雀本町二丁目１９番６号常　勤:    4ク株式会社　代表取締 新規 現存
     (薬       4)役　石田　行司 平24.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 224037-00615 千里丘駅前ケアーズ薬〒566-0001 06-6368-3510株式会社ケアーズ　代長汐　悦子 平18.10. 1調剤 薬局
     局 摂津市千里丘一丁目１２番２８号常　勤:    3表取締役　岸本　一男 新規 現存
     (薬       3) 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 224137-00631 サンライトなかよし薬〒566-0074 06-6827-0073株式会社アクセスライ鈴木　陽子 平19. 5. 1調剤 薬局
     局　摂津店 摂津市東一津屋１５番１４号グラ常　勤:    2フ　代表取締役　住川 新規 現存
     ンドメゾン南摂津 (薬       2)　奈美 平25. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 224237-00664 摂津ダイイチ薬局 〒566-0031 072-636-8727有限会社メディカル・柄川　圭太 平20. 2. 1調剤 薬局
     摂津市昭和園１１番２１号 常　勤:    1ジャパン　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　亀田　雅子 平26. 2. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 224337-00680 つの國薬局 〒566-0054 072-653-1660株式会社ざいでん　代大西　千代子 平21. 1. 1調剤 薬局
     摂津市鳥飼八防一丁目８番８号 常　勤:    4表取締役　在田　成利 組織変更 現存
     (薬       4) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 224437-00698 別府薬局 〒566-0041 06-6827-3227ベルフラワー株式会社沈　均 平22. 1. 1調剤 薬局
     摂津市北別府町４番７号 常　勤:    3　代表取締役　大森　 新規 現存
     (薬       3)康平 平28. 1. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 224537-00714 ユニバーサル薬局　摂〒566-0021 06-6383-7722株式会社ＭＪＰ　代表西尾　真規子 平23. 4.11調剤 薬局
     津市駅前店 摂津市南千里丘５番２３－１０１常　勤:    2取締役　藤本　剛志 新規 現存
     (薬       2) 平29. 4.11
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   294 頁

 224637-00722 ニューロン薬局　南千〒566-0021 06-6319-3500ニューロンネットワー中村　真由美 平23.12. 1調剤 薬局
     里丘店 摂津市南千里丘４番２５号 常　勤:    3ク株式会社　代表取締 新規 現存
     (薬       3)役　石田　行司 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 224737-00730 リーフ薬局 〒566-0011 072-624-8151株式会社コーナン薬局増田　有希子 平23.12. 1調剤 薬局
     摂津市千里丘東２丁目１２－１４常　勤:    7　代表取締役　石束　 新規 現存
     (薬       7)卓巳 平29.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 224837-00755 ほしぞら薬局 〒566-0011 072-645-7265株式会社セピア　代表松本　奈都紀 平24. 3. 1調剤 薬局
     摂津市千里丘東３丁目８－１３ 常　勤:    1取締役　門脇　吉弘 組織変更 現存
     (薬       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 224937-00763 ダイニチ千里丘薬局 〒566-0001 06-6378-0778株式会社北摂ファーマ杉本　亜矢 平25. 1. 1調剤 薬局
     摂津市千里丘１丁目１３－２３千常　勤:    1シー　代表取締役　杉 組織変更 現存
     里丘サニーハイツ１階 (薬       1)本　亜矢 平25. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 225037-00771 クローバー薬局 〒566-0034 072-636-9608ジョブ・クローバー株西岡　克子 平25. 4. 1調剤 薬局
     摂津市香露園８－２ 常　勤:    2式会社　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)髙橋　郁夫 平25. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 225137-00797 フタバ薬局　南摂津店〒566-0074 06-6300-7166株式会社　フタバ　代島居　由利江 平25. 9. 1調剤 薬局
     摂津市東一津屋１３－９ファミー常　勤:    2表取締役　石瀬　和香 新規 現存
     ユ南摂津１階 (薬       2)子 平25. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 225237-00821 あけぼの薬局　千里丘〒566-0011 072-623-8383株式会社あけぼの関西岩﨑　広朗 平27.10. 1調剤 薬局
     店 摂津市千里丘東１丁目１３－７ 常　勤:    1　代表取締役　森　あ 組織変更 現存
     (薬       1)かね 平27.10. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 225337-00839 アイン薬局　摂津店 〒566-0054 072-665-4050株式会社アインファー 中　佑紀 平27.11. 1調剤 薬局
     摂津市鳥飼八防２丁目３－４ 常　勤:    1マシーズ　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       1)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 225437-00847 ウエルシア薬局摂津市〒566-0012 06-6318-1335ウエルシア薬局株式会貴船　幸美 平27.12. 1調剤 薬局
     駅前店 摂津市庄屋２丁目２－４４ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 組織変更 現存
     (薬       1)　秀晴 平27.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 225537-00862 ひとつや薬局 〒566-0074 06-6827-5107株式会社メディカルユ永渕　紀子 平30. 3. 1調剤 薬局
     摂津市東一津屋４－１０アトリウ常　勤:    3アーズ　代表取締役　 組織変更 現存
     ム南摂津１階 (薬       3)渡部　正之 平30. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 225637-00870 みしま３丁目薬局 〒566-0022 06-6170-2731プリンファーマシー株近藤　元彦 平30. 4. 1調剤 薬局
     摂津市三島３丁目７－２ 常　勤:    2式会社　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       2)寺 　亮 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 225737-00888 かるがも薬局　千里丘〒566-0011 072-624-9095株式会社メディカルか北村　陽輔 平30. 4. 1調剤 薬局
     店 摂津市千里丘東三丁目７番２７号常　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:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 225837-00896 あけぼの薬局　千里丘〒566-0011 072-623-7225株式会社ひなたファー星野　映美 平30. 5. 1調剤 薬局
     駅前店 摂津市千里丘東二丁目１１番１０常　勤:    1マシー　代表取締役　 組織変更 現存
     号 (薬       1)佐藤　陽 平30. 5. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 225938-00175 大和薬局 〒583-0861 0729-56-2857寺田　全代 寺田　宗利 昭48. 6. 1調剤 薬局
     羽曳野市西浦１－３－６ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 226038-00274 岩壷薬局 〒583-0881 0729-38-7161岩壷　昌代 岩壷　昌代 昭54.11. 1調剤 薬局
     羽曳野市島泉四丁目１番２９号 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 226138-00282 ９＆９薬局 〒583-0871 0729-39-4165村上　清子 村上　清子 昭56. 4. 1調剤 薬局
     羽曳野市野々上一丁目１２番２号常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 226238-00449 コアラ薬局 〒583-0856 072-958-7300株式会社宏和　代表取織田　克彦 平 6. 2. 1調剤 薬局
     羽曳野市白鳥一丁目２番１６号 常　勤:    2締役　有岡　町 現存
     (薬       2) 平30. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 226338-00514 あさひ薬局 〒583-0857 072-956-9851有限会社あさひ薬局　杉本　圭司 平 9. 2. 1調剤 薬局
     羽曳野市誉田三丁目１５番３０号常　勤:    3代表取締役　山村　幸 新規 現存
     (薬       3)久 平30. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 226438-00589 きらら薬局 〒583-0882 0729-37-7771有限会社寺田　代表取丹野　磨美 平10.11. 1調剤 薬局
     羽曳野市高鷲四丁目５番２号シニ常　勤:    1締役　寺田　慶一 新規 現存
     アハウスラポール１階 (薬       1) 平28.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 226538-00605 セブン薬局 〒583-0886 0729-53-3786有限会社　セブンメデ藤本　義和 平10.12. 1調剤 薬局
     羽曳野市恵我之荘四丁目４番１６常　勤:    1ィカル　代表取締役　 組織変更 現存
     号 (薬       1)田中　忠男 平28.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 226638-00621 はびきの薬局 〒583-0856 072-950-3440三宝商事有限会社　代堀　令江 平11. 8. 1調剤 薬局
     羽曳野市白鳥一丁目４－１３Ｄ．常　勤:    2表取締役　岡田　圭司 新規 現存
     Ｈ白鳥ビル１階 (薬       2) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 226738-00639 カイセイ薬局 〒583-0875 0729-52-5853株式会社　育星会　代河原　裕子 平12. 6. 1調剤 薬局
     羽曳野市樫山９８－１ 常　勤:    1表取締役　飯田　彰 移転 現存
     (薬       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 226838-00670 サエラ薬局　古市店 〒583-0853 0729-50-3150株式会社サエラ　代表松宮　朋子 平13. 2.11調剤 薬局
     羽曳野市栄町２番４号松井ビル１常　勤:    4取締役　小池　由久 移転 現存
     階 (薬       4) 平25. 2.11
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 226938-00704 三光天薬局 〒583-0872 0729-58-2126三光天メディカル有限塩月　由紀子 平13. 6. 1調剤 薬局
     羽曳野市はびきの三丁目６番８号常　勤:    3会社　代表取締役　辻 組織変更 現存
     (薬       3)野　裕士 平25. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 227038-00720 中山薬局 〒583-0864 0729-56-8044中山　トシ子 中山　トシ子 平13.10.29調剤 薬局
     羽曳野市羽曳が丘四丁目３番１号常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平25.10.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 227138-00753 エンジェル薬局 〒583-0856 0729-50-0071株式会社ウィング　代大澤　寛子 平14. 1. 1調剤 薬局
     羽曳野市白鳥二丁目１６番３０号常　勤:    8表取締役　森下　明美 組織変更 現存
     (薬       8) 平26. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 227238-00787 セブン薬局 〒583-0881 0729-31-0711有限会社セブンメディ宮村　匡 平16. 2. 1調剤 薬局
     羽曳野市島泉二丁目８番２７号 常　勤:    1カル　代表取締役　田 新規 現存
     (薬       1)中　忠男 平28. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 227338-00803 白鳥薬局 〒583-0841 0729-58-0007株式会社ウィング　代山崎　浩子 平16.10. 1調剤 薬局
     羽曳野市駒ケ谷４０５番地 常　勤:    2表取締役　森下　明美 新規 現存
     (薬       2) 平28.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 227438-00829 くすのき薬局 〒583-0886 0729-31-1670株式会社くすのき薬局山本　耕資 平16.11. 1調剤 薬局
     羽曳野市恵我之荘一丁目３番４号常　勤:    1　代表取締役　平井　 移転 現存
     高原マンション１０３ (薬       1)英人 平28.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 227538-00845 セブン薬局 〒583-0886 072-931-7222有限会社　セブンメデ森　智津代 平17.11. 1調剤 薬局
     羽曳野市恵我之荘二丁目５番１５常　勤:    1ィカル　代表取締役　 新規 現存
     号 (薬       1)田中　忠男 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 227638-00860 ハセ薬局 〒583-0885 0729-55-8037長谷　栄 長谷　栄 平18. 2.27調剤 薬局
     羽曳野市南恵我之荘二丁目９番１常　勤:    1 移転 現存
     号 (薬       1) 平30. 2.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 227738-00928 セブン薬局 〒583-0886 072-931-0301有限会社セブンメディ齊藤　徳久 平19. 8. 1調剤 薬局
     羽曳野市恵我之荘六丁目１番３号常　勤:    1カル　代表取締役　田 新規 現存
     サンヒルズハイム１０６号 (薬       1)中　忠男 平25. 8. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 227838-00936 桃山薬局 〒583-0873 072-958-4565津田　眞理子 津田　眞理子 平19.10. 1調剤 薬局
     羽曳野市桃山台二丁目１番９号 常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 227938-00944 すこやか薬局　古市駅〒583-0853 072-956-0236株式会社松本興産　代神田　裕史 平20.12. 1調剤 薬局
     前店 羽曳野市栄町４番１号神谷ビル１常　勤:    3表取締役　松本　能匡 組織変更 現存
     階１０１号 (薬       3) 平26.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 228038-00951 白鳥薬局 〒583-0852 0729-50-2510株式会社ウィング　代笠谷　幸子 平21. 5. 1調剤 薬局
     羽曳野市古市四丁目１番５号 常　勤:    2表取締役　森下　明美 移転 現存
     (薬       2) 平27. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 228138-00977 北村薬局 〒583-0871 072-954-0314小林　治栄 小林　治栄 平22. 2. 1調剤 薬局
     羽曳野市野々上五丁目２番６号 常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 228238-00993 アピス薬局　羽曳野店〒583-0884 072-931-1770株式会社　アピスファ細井　直美 平22. 8. 1調剤 薬局
     羽曳野市野３３３番６ 常　勤:    3ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       3)　川越　敏章 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 228338-01009 はるな薬局 〒583-0885 072-931-6366株式会社　グラン・ラ梶原　千惠子 平22.10. 1調剤 薬局
     羽曳野市南恵我之荘二丁目９番５常　勤:    5フィネ　代表取締役　 新規 現存
     号サカエ荘１階 (薬       5)出口　浩明 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 228438-01017 なでしこ調剤薬局 〒583-0886 072-959-3348株式会社ケイ・エム・上森　浩子 平25. 5. 1調剤 薬局
     羽曳野市南恵我之荘４丁目５－２常　勤:    1シー　代表取締役　松 新規 現存
     (薬       1)山　喜範 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 228538-01025 パンダ薬局 〒583-0883 072-954-3300牧野　元則 岡　賢治 平25. 4. 1調剤 薬局
     羽曳野市向野３丁目５１－１ 常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 228638-01033 ありさん薬局 〒583-0884 072-926-5933株式会社ありさん　代有島　正昭 平25. 5. 1調剤 薬局
     羽曳野市野３０８－３ 常　勤:    1表取締役　有島　正昭 組織変更 現存
     (薬       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 228738-01041 めぐみ薬局 〒583-0886 072-921-5047有限会社　ワン・ツー青原　絵里子 平25. 7. 1調剤 薬局
     羽曳野市恵我之荘４丁目４－１９常　勤:    1・ワン　取締役　新家 新規 現存
     (薬       1)　正義 平25. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 228838-01074 オリオン薬局 〒583-0876 0729-30-3350有限会社オリオンドラ廣谷　千栄 平25. 9. 1調剤 薬局
     羽曳野市伊賀１１番５号 常　勤:    6ッグ薬局　代表取締役 移転 現存
     (薬       6)　島岡　勇介 平25. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 228938-01116 ウエルシア薬局　羽曳〒583-0885 072-931-0280ウエルシア薬局株式会本荘　隆之 平26. 9. 1調剤 薬局
     野南恵我之荘店 羽曳野市南恵我之荘３丁目２－２常　勤:    1社　代表取締役　水野 組織変更 現存
     ２ (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 229038-01124 ひまわり薬局 〒583-0872 072-957-3998グリーンファーマシー富樫　由美 平26.10. 1調剤 薬局
     羽曳野市はびきの２丁目８－３ 常　勤:    3株式会社　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       3)　古川　健一郎 平26.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 229138-01140 ウエルシア薬局羽曳野〒583-0886 072-931-2117ウエルシア薬局株式会松本　宜子 平27.12. 1調剤 薬局
     恵我之荘店 羽曳野市恵我之荘４丁目４－１７常　勤:    1社　代表取締役　水野 組織変更 現存
     (薬       1)　秀晴 平27.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 229238-01157 まりん薬局 〒583-0864 072-950-6226クラフト株式会社　代今崎　正浩 平27.12. 1調剤 薬局
     羽曳野市羽曳が丘１丁目１－２６常　勤:    5表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     (薬       5) 平27.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 229338-01165 はびきの大日薬局 〒583-0871 072-959-6650株式会社エム・サーバ小川　美喜 平28. 9. 4調剤 薬局
     羽曳野市野々上五丁目６－１０ 常　勤:    2ー　代表取締役　淡路 移転 現存
     (薬       2)　英広 平28. 9. 4
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 229438-01173 ウエルシア薬局　羽曳〒583-0876 072-939-5775ウエルシア薬局株式会坂本　捺貴 平28.10. 1調剤 薬局
     野伊賀店 羽曳野市伊賀二丁目１１－１５ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 229538-01181 アイセイ薬局　たかわ〒583-0882 072-931-7277株式会社アイセイ薬局金子　恵子 平28.10. 1調剤 薬局
     し店 羽曳野市高鷲九丁目１番２号 常　勤:    3　代表取締役　藤井　 組織変更 現存
     (薬       3)江美 平28.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 229638-01199 ファミリア薬局 〒583-0872 0729-50-3361株式会社ミック　代表大友　友希 平30. 1. 1調剤 薬局
     羽曳野市はびきの３丁目５－１０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:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 229738-01207 白鳥薬局 〒583-0856 072-958-2420株式会社ウィング　代大和　良徳 平30. 5. 1調剤 薬局
     羽曳野市白鳥三丁目１番１号 常　勤:    4表取締役　森下　明美 移転 現存
     (薬       4) 平30. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 229839-00173 ハセベ薬局 〒618-0001 075-962-9407有限会社ハセベ薬局　竹内　伸子 昭63.12. 1調剤 薬局
     三島郡島本町山崎二丁目１番８号常　勤:    2代表取締役　長谷部　 新規 現存
     　ユニマート山崎 (薬       2)夏彦 平27.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 229939-00199 コーナン薬局 〒618-0012 075-962-7010株式会社コーナン薬局森川　弘恵 平 8. 4. 1調剤 薬局
     三島郡島本町高浜三丁目２番３０常　勤:    3　代表取締役　井上　 新規 現存
     号 (薬       3)博氏 平29. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 230039-00223 のみやま薬局 〒618-0011 075-962-1178野見山　順子 野見山　順子 平10.10. 1調剤 薬局
     三島郡島本町広瀬三丁目６番１号常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 230139-00272 阪神調剤薬局　水無瀬〒618-0011 075-963-3115株式会社阪神調剤薬局佐藤　恵理 平15. 3. 1調剤 薬局
     店 三島郡島本町広瀬五丁目４番６号常　勤:    4　代表取締役　岩崎　 新規 現存
     (薬       4)壽毅 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 230239-00298 ツボイ薬局 〒618-0014 075-962-6868壺井　敏子 壺井　敏子 平15. 3.12調剤 薬局
     三島郡島本町水無瀬一丁目１８番常　勤:    1 移転 現存
     １３号エクセルミナセ１０３ (薬       1) 平27. 3.12
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 230339-00306 ＡＢＣ薬局 〒618-0011 075-961-9310有限会社　かんまき薬日下　都 平17. 8. 1調剤 薬局
     三島郡島本町広瀬四丁目５番２３常　勤:    2局　代表取締役　芦田 新規 現存
     号 (薬       2)　泰弦 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 230439-00314 ＡＢＣ薬局 〒618-0001 075-963-3933有限会社かんまき薬局井上　綾子 平20.10. 1調剤 薬局
     三島郡島本町山崎三丁目３番１号常　勤:    2　代表取締役　芦田　 新規 現存
     (薬       2)泰弦 平26.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
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 230539-00322 ＡＢＣ薬局 〒618-0014 075-963-2220有限会社かんまき薬局 銅　栄子 平22. 4. 1調剤 薬局
     三島郡島本町水無瀬一丁目２３番常　勤:    4　代表取締役　芦田　 新規 現存
     ４号島本健康モール１階 (薬       4)泰弦 平28. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 230639-00330 ＡＢＣ薬局 〒618-0014 072-669-0625有限会社かんまき薬局松本　延子 平25. 3. 4調剤 薬局
     三島郡島本町水無瀬１丁目１７－常　勤:    3　代表取締役　芦田　 移転 現存
     １２島本センター内 (薬       3)泰弦 平25. 3. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 230739-00348 クボタ薬局 〒618-0015 075-754-7552株式会社久保田薬局　久保田　ともみ 平26. 5. 1調剤 薬局
     三島郡島本町青葉１丁目３－１８常　勤:    1代表取締役　久保田　 新規 現存
     (薬       1)ともみ 平26. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 230839-00355 キューザ薬局 〒618-0014 075-961-7612東田　由美 東田　由美 平26. 9. 1調剤 薬局
     三島郡島本町水無瀬１丁目１２－常　勤:    1 継承 現存
     １０ (薬       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 230939-00363 ミューズ薬局 〒618-0013 075-874-6228株式会社ミルキーファ三好　倫太 平27.11. 1調剤 薬局
     三島郡島本町江川２丁目１６－７常　勤:    1ーマシー　代表取締役 新規 現存
     シェリール水無瀬１０３ (薬       1)　松山　喜範 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 231040-00403 大一薬局 〒561-0881 06-6852-3706株式会社大一薬局　代前　鈴代 昭32.11. 1調剤 薬局
     豊中市中桜塚二丁目２７番２７号常　勤:    3表取締役　前　武彦 新規 現存
     (薬       3) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 231140-00841 イトウ薬局 〒560-0003 06-6854-7270伊藤　美作子 伊藤　美作子 昭44. 6. 1調剤 薬局
     豊中市東豊中町５－１－１１ 新規 現存
     平 5. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 231240-00908 ミカワ薬局 〒561-0831 06-6331-1748ミカワ薬品株式会社　三河　佐知子 昭46. 1. 1調剤 薬局
     豊中市庄内東町二丁目１番６号 常　勤:    1代表取締役　三河　佐 新規 現存
     (薬       1)知子 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 231340-00957 服部赤壁薬局 〒561-0851 06-6862-4179窪田　政信 窪田　政信 昭47. 5. 1調剤 薬局
     豊中市服部元町一丁目４番９号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 5. 1
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 231440-00981 上野シスター薬局 〒560-0011 06-6854-1683株式会社シスター薬局村上　松子 昭47. 5. 1調剤 薬局
     豊中市上野西二丁目１９番５号 常　勤:    2　代表取締役　村上　 新規 現存
     (薬       2)裕 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 231540-00999 シスター薬局 〒560-0021 06-6852-3937株式会社シスター薬局谷　恒子 昭47. 3. 7調剤 薬局
     豊中市本町一丁目１２番３号 常　勤:    3　代表取締役　村上　 新規 現存
     (薬       3)裕 平29. 3. 7
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 231640-01070 笹川薬局東町店 〒560-0082 06-6872-2617株式会社笹川薬局　代外島　清行 昭49.12. 1調剤 薬局
     豊中市新千里東町三丁目６番１０常　勤:    1表取締役　笹川　悦子 新規 現存
     ４号 (薬       1) 平28.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 231740-01336 本町伊藤薬局 〒561-0852 06-6862-6633伊藤　愛子 木場　なるみ 昭54. 2.24調剤 薬局
     豊中市服部本町５－２－３３ 常　勤:    2 継承 現存
     (薬       2) 平30. 2.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 231840-01542 クミ薬局 〒560-0021 06-6854-4086峯垣　久美子 峯垣　久美子 昭61. 3. 1調剤 薬局
     豊中市本町四丁目７番２４号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 231940-01641 服部メディカルセンタ〒561-0852 06-6866-7991有限会社傷寒堂　代表森川　幸次 平元. 5. 1調剤 薬局
     ー森川薬局 豊中市服部本町一丁目７番９号森常　勤:    2取締役　森川　幸次 新規 現存
     川ビル１階 (薬       2) 平28. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 232040-01732 そま薬局 〒560-0082 06-6831-2570株式会社ファーマシー下岡　久子 平 2. 6. 1調剤 薬局
     豊中市新千里東町一丁目３番２２常　勤:    1そま　代表取締役　兒 移転 現存
     ２号せんちゅうぱる専門店 (薬       1)玉　眞理子 平29. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 232140-01740 笹川薬局千里中央店 〒560-0082 06-6832-2665株式会社　笹川薬局　常光　都望 平 2. 7.13調剤 薬局
     豊中市新千里東町１－３－２３４常　勤:    6代表取締役　笹川　悦 移転 現存
     せんちゅうぱる３番街２階 (薬       6)子 平29. 7.13
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 232240-01765 ユウキ薬局 〒561-0834 06-6336-0030下村　紀子 下村　紀子 平 3. 2. 1調剤 薬局
     豊中市庄内栄町２－２－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 232340-01807 あしだ薬局 〒560-0861 06-6841-0858有限会社芦田康　代表芦田　康宏 平 3. 8. 1調剤 薬局
     豊中市東泉丘二丁目６番１５号ヴ常　勤:    2取締役　芦田　康宏 新規 現存
     ァーストネス東泉丘１０１号 (薬       2) 平24. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 232440-01864 マキノ薬局 〒560-0011 06-6852-5043牧野　悦三 牧野　悦三 平 5.10. 1調剤 薬局
     豊中市上野西二丁目２番２９号 常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 232540-01898 アップル薬局 〒560-0046 06-6843-7411有限会社リブラ・コー前村　綾子 平 6. 4. 1調剤 薬局
     豊中市千里園３－１５－１８ 常　勤:    2ポレーション　取締役 新規 現存
     (薬       2)　大塚　吉史 平30. 4. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 232640-01930 さくら薬局 〒560-0871 06-6380-7739有限会社ジェイ・ヴェ北橋　里美 平 7. 2. 1調剤 薬局
     豊中市東寺内町３番２２号 常　勤:    3ルネス　代表取締役　 新規 現存
     (薬       3)寺川　友啓 平28. 2. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 232740-02003 エード庄内薬局 〒561-0834 06-6333-3677株式会社エード・ドラ鈴木　香里 平 7.12. 1調剤 薬局
     豊中市庄内栄町三丁目２３番１０常　勤:    2ッグ　代表取締役　竹 新規 現存
     号コルナス西１０２ (薬       2)内　紘一 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 232840-02102 カイセイ薬局 〒561-0833 06-6334-1203株式会社育星会　代表杉本　益規 平 9.11. 1調剤 薬局
     豊中市庄内幸町四丁目２７番２０常　勤:    5取締役　飯田　彰 新規 現存
     号 (薬       5) 平24.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 232940-02110 ヤマト薬局 〒560-0032 06-6841-8036株式会社ヤマト調剤薬公文　浩子 平10. 2. 1調剤 薬局
     豊中市螢池東町一丁目６番９－１常　勤:    1局　代表取締役　米田 移転 現存
     ０１号 (薬       1)　圭助 平28. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
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 233040-02193 王子薬局 〒560-0881 06-6841-7167向畠　八重子 向畠　八重子 平10. 6.15調剤 薬局
     豊中市中桜塚二丁目２８番２０号常　勤:    2 移転 現存
     (薬       2) 平28. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 233140-02201 アピス薬局　上新田店〒565-0085 06-6836-3768株式会社アピスファー川村　文栄 平10. 9. 1調剤 薬局
     豊中市上新田三丁目１０番３８号常　勤:    2マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)川越　敏章 平28. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 233240-02219 ティエス蛍池薬局 〒560-0032 06-4865-1193株式会社ティエスプラ 山　美香 平10.12. 1調剤 薬局
     豊中市螢池東町一丁目１２番２７常　勤:    2ン　代表取締役　山本 新規 現存
     号 (薬       2)　一哉 平28.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 233340-02276 アップル薬局桜の町店〒560-0054 06-6840-7300有限会社リブラ・コー矢野　三佐緒 平11. 7. 1調剤 薬局
     豊中市桜の町一丁目５番１３号ア常　勤:    2ポレーション　取締役 新規 現存
     メニティミヤビ１０１号 (薬       2)　大塚　吉史 平29. 7. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 233440-02284 アピス薬局　緑地公園〒561-0872 06-6864-1163株式会社アピスファー杤尾　佳奈 平11. 7. 1調剤 薬局
     店 豊中市寺内二丁目１３番１号緑地常　勤:    5マシー　代表取締役　 移転 現存
     ステーションビル１階 (薬       5)川越　敏章 平29. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 233540-02300 アイ薬局 〒561-0802 06-6867-5522有限会社アイメディカ奥山　慎也 平11.11. 1調剤 薬局
     豊中市曽根東町二丁目９番１１－常　勤:    1ル　代表取締役　石井 新規 現存
     １０７号 (薬       1)　大三 平29.11. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 233640-02391 あい薬局　豊中服部店〒561-0852 06-6867-0033有限会社　イクト　代水尾　伊津子 平12. 2. 1調剤 薬局
     豊中市服部本町一丁目７番１７号常　勤:    3表取締役　神野　淑子 新規 現存
     (薬       3) 平30. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 233740-02409 土肥薬局 〒561-0801 06-6852-8883土肥　甲二 土肥　甲二 平12. 4. 1調剤 薬局
     豊中市曽根西町三丁目５番３号 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 233840-02417 アルカ豊中南薬局 〒561-0836 06-6335-0646株式会社　アルカ　代井上　智恵 平12. 4. 1調剤 薬局
     豊中市庄内宝町二丁目６番２０号常　勤:    3表取締役　中島　康伸 新規 現存
     (薬       3) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 233940-02425 わかば薬局 〒560-0082 06-6836-2322有限会社　エムアンド舟 　扶志子 平12. 5. 1調剤 薬局
     豊中市新千里東町一丁目５番３号常　勤:    2エフ　代表取締役　舟 新規 現存
     千里朝日阪急ビル３階 (薬       2) 　扶志子 平30. 5. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 234040-02441 服部マルゼン薬局 〒561-0859 06-6864-4386有限会社　服部マルゼ永井　眞義 平12. 6. 1調剤 薬局
     豊中市服部豊町一丁目３番１７号常　勤:    2ン薬局　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)永井　眞義 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 234140-02458 回生堂薬局 〒560-0022 06-6845-4970株式会社　カイセー　三浦　美鈴 平12. 7. 1調剤 薬局
     豊中市北桜塚二丁目１番２５号 常　勤:    1代表取締役　篠田　肇 新規 現存
     (薬       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 234240-02474 クスモト薬局 〒561-0884 06-6846-8757株式会社　オルファ　井上　敦貴 平12. 6. 2調剤 薬局
     豊中市岡町北一丁目２番５号 常　勤:    4代表取締役　大塚　吉 移転 現存
     (薬       4)史 平30. 6. 2
     非常勤:   18
     (薬      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 234340-02490 新千里南薬局 〒560-0084 06-6836-0313株式会社　星薬局　代 平12. 8. 1調剤 薬局
     豊中市新千里南町三丁目１番１４常　勤:    3表取締役　深江　暉夫 新規 現存
     号ナカニシビル (薬       3) 平24. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 234440-02516 あゆみ薬局 〒561-0874 06-6867-6767秋本　孝幸 川口　淳子 平12.11. 1調剤 薬局
     豊中市長興寺南四丁目５番２８－常　勤:    1 新規 現存
     １０３号 (薬       1) 平24.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 234540-02524 十全薬局 〒560-0003 06-4865-6363株式会社青葉堂　代表矢幅　由香利 平12.12. 1調剤 薬局
     豊中市東豊中町四丁目６番３６号常　勤:    1取締役　野村　卓三 新規 現存
     (薬       1) 平24.12. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 234640-02532 三国橋薬局 〒561-0822 06-6335-5955有限会社三国橋薬局　清水　武 平13. 1. 1調剤 薬局
     豊中市三国一丁目７番１号 常　勤:    1代表取締役　清水　武 組織変更 現存
     (薬       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 234740-02540 まどか薬局 〒560-0022 06-6844-7171有限会社アイ・エム・三木　典子 平13. 3. 1調剤 薬局
     豊中市北桜塚四丁目４番５号 常　勤:    3エフ　代表取締役　藤 新規 現存
     (薬       3)原　麻由美 平25. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 234840-02565 みついち堂薬局 〒560-0013 06-6850-2061西沢　洋子 西沢　洋子 平13. 4. 1調剤 薬局
     豊中市上野東三丁目１８番１号北常　勤:    1 新規 現存
     新河原ビル１０６ (薬       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 234940-02615 冨士薬局 〒561-0833 06-6331-3871伊原　福榮 伊原　福榮 平13.11.18調剤 薬局
     豊中市庄内幸町二丁目１番２７号常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平25.11.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 235040-02649 服部たまご薬局 〒561-0851 06-6867-5810株式会社アクシス　代神山　恵美 平14. 8. 1調剤 薬局
     豊中市服部元町一丁目１０番２２常　勤:    1表取締役　芳野　直人 新規 現存
     号ヒルデン服部１階 (薬       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 235140-02672 アップル薬局　玉井町〒560-0026 06-6843-7040有限会社リブラ・コー江本　祥子 平14. 9. 1調剤 薬局
     店 豊中市玉井町一丁目９番１９号 常　勤:    3ポレーション　取締役 新規 現存
     (薬       3)　大塚　吉史 平26. 9. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
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 235240-02680 ホシ薬局 〒561-0815 06-6334-4770株式会社満天　代表取木下　靖隆 平14. 9. 1調剤 薬局
     豊中市豊南町南四丁目５番１１号常　勤:    2締役　渡辺　雄司 組織変更 現存
     (薬       2) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 235340-02748 なの花薬局　豊中店 〒561-0864 06-6849-4625株式会社共栄ファーマ中尾　祐子 平15. 1. 1調剤 薬局
     豊中市夕日丘一丁目１番５号 常　勤:    6シー　代表取締役　宇 組織変更 現存
     (薬       6)野　光裕 平27. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 235440-02755 オーティ薬局 〒560-0022 06-6152-1515株式会社　オーティ　柚木　正子 平15. 3. 1調剤 薬局
     豊中市北桜塚三丁目９番１５号ヴ常　勤:    2代表取締役　髙橋　敦 新規 現存
     ィラみどり１０２号 (薬       2)史 平27. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 235540-02763 蛍池たまご薬局 〒560-0033 06-6840-8654株式会社アクシス　代元木　愛子 平15. 4. 1調剤 薬局
     豊中市螢池中町二丁目３番１号ル常　勤:    1表取締役　芳野　直人 新規 現存
     シオーレＢ－２０３号 (薬       1) 平27. 4. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 235640-02771 蛍池ひよこ薬局 〒560-0033 06-6840-8571株式会社　アクシス　久米　美惠子 平15. 5. 1調剤 薬局
     豊中市螢池中町三丁目２番１号ル常　勤:    3代表取締役　芳野　直 新規 現存
     シオーレ　Ａ－４０５号 (薬       3)人 平27. 5. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 235740-02839 レイ薬局 〒561-0831 06-6333-6948六車　浩司 六車　浩司 平15. 8.26調剤 薬局
     豊中市庄内東町一丁目５番９号土常　勤:    2 継承 現存
     井建設ビル１階 (薬       2) 平27. 8.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 235840-02920 なの花薬局　柴原店 〒560-0055 06-6842-0585株式会社　共栄ファー白幡　雪子 平16. 7. 1調剤 薬局
     豊中市柴原町四丁目８番２３号 常　勤:    6マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       6)宇野　光裕 平28. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 235940-02946 ユニカムドラッグ少路〒560-0004 06-6843-6156株式会社ユニカムドラ藤田　知恵 平16. 7. 1調剤 薬局
     薬局 豊中市少路一丁目１４番１号 常　勤:    8ッグ　代表取締役　田 新規 現存
     (薬       8)川　誠一 平28. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 236040-02987 水谷薬局 〒560-0056 06-6854-8381有限会社水谷薬局　代水谷　弘 平16. 9. 1調剤 薬局
     豊中市宮山町四丁目２番３号 常　勤:    3表取締役　水谷　弘 組織変更 現存
     (薬       3) 平28. 9. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 236140-02995 とよなか薬局 〒560-0021 06-6853-2818植　博康 植　博康 平16.11. 1調剤 薬局
     豊中市本町一丁目１２番１１号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 236240-03001 曽根バラ薬局 〒561-0802 06-6867-6622株式会社日本メディッ林　由美子 平16.12. 1調剤 薬局
     豊中市曽根東町三丁目４番５号 常　勤:    2ク　代表取締役　平原 新規 現存
     (薬       2)　正昭 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 236340-03019 ＬＣ薬局 〒560-0082 06-6833-0027株式会社笹川薬局　代松本　聡 平16.12. 1調剤 薬局
     豊中市新千里東町一丁目４番２号常　勤:    4表取締役　笹川　悦子 新規 現存
     千里ライフサイエンスセンタービ(薬       4) 平28.12. 1
     ル１階 非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 236440-03027 アップル薬局　本町店〒560-0021 06-6840-7080有限会社リブラ・コー野々村　晴美 平17. 1. 1調剤 薬局
     豊中市本町一丁目９番２１号ロリ常　勤:    1ポレーション　取締役 新規 現存
     オンミヤモトビル１階 (薬       1)　大塚　吉史 平29. 1. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 236540-03035 クローバー薬局 〒560-0054 06-6844-8044ジョブ・クローバー株榊原　貞子 平17. 5. 1調剤 薬局
     豊中市桜の町三丁目６番１２号 常　勤:    1式会社　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)高橋　郁夫 平29. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 236640-03050 豊中青葉薬局 〒560-0023 06-6854-7799株式会社広洋システム小池　由起子 平17. 5. 1調剤 薬局
     豊中市岡上の町四丁目３番２１号常　勤:    1　代表取締役　赤坂　 移転 現存
     (薬       1)正知 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 236740-03076 オリーブ薬局 〒560-0002 06-6849-7654有限会社丸本　代表取丸本　万里子 平17.11. 1調剤 薬局
     豊中市緑丘二丁目１１番１９号 常　勤:    1締役　丸本　万里子 新規 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 236840-03084 アルカ庄内西薬局 〒561-0832 06-6335-3611株式会社アルカ　代表下出　綾子 平17.11. 1調剤 薬局
     豊中市庄内西町五丁目１番７７号常　勤:    7取締役　中島　康伸 新規 現存
     (薬       7) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 236940-03134 ハザマ薬局 〒560-0083 06-6832-3203ファルメディコ株式会浅川　幸夫 平18. 6. 1調剤 薬局
     豊中市新千里西町三丁目２番１－常　勤:   14社　代表取締役　狭間 新規 現存
     ２０２ (薬      14)　研至 平30. 6. 1
     非常勤:   26
     (薬      26)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 237040-03175 ＯＳファーマシー薬局〒561-0832 06-6331-6300有限会社ＯＳファーマ岩村　宜枝 平18. 8. 1調剤 薬局
     豊中市庄内西町三丁目６番３号 常　勤:    1シー　取締役　大谷　 新規 現存
     (薬       1)伸光 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 237140-03282 さくら薬局　阪急庄内〒561-0831 06-6335-0077株式会社テラ・ヘルス大森　陽子 平19. 1. 1調剤 薬局
     駅前店 豊中市庄内東町二丁目２番１０号常　勤:    2プロモーション　代表 新規 現存
     (薬       2)取締役　赤松　優仁 平25. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 237240-03316 ユニカムドラッグ西泉〒561-0862 06-6867-6330株式会社ユニカムドラ小山　知加子 平19. 2. 1調剤 薬局
     丘薬局 豊中市西泉丘三丁目１番２５号 常　勤:    1ッグ　代表取締役　田 新規 現存
     (薬       1)川　誠一 平25. 2. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 237340-03324 メイプル薬局　東豊中〒560-0003 06-6857-5811有限会社メディカル・笠松　久起 平19. 3. 1調剤 薬局
     店 豊中市東豊中町五丁目１２番１号常　勤:    3ジャパン　代表取締役 新規 現存
     西谷ハイツ１０２号 (薬       3)　亀田　雅子 平25. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 237440-03340 アリス薬局 〒560-0032 06-6844-9986有限会社スタイル　取 枝　公子 平19. 3. 1調剤 薬局
     豊中市螢池東町一丁目６番３号　常　勤:    2締役　橋口　文 組織変更 現存
     浜徳ビル１階 (薬       2) 平25. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 237540-03373 タンジョー薬局 〒560-0084 06-6871-9324有限会社タンジョー薬谷上　由美子 平19. 6. 1調剤 薬局
     豊中市新千里南町二丁目１２番１常　勤:    1局　代表取締役　谷上 移転 現存
     ５号 (薬       1)　由美子 平25. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 237640-03423 ノウス薬局 〒561-0874 06-7504-5254永田　貴士 田上　綾佳 平19.11. 1調剤 薬局
     豊中市長興寺南四丁目３番２９号常　勤:    1 新規 現存
     パークサイドＪＵＮ１０１号室 (薬       1) 平25.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 237740-03449 北条トモエ薬局 〒561-0812 06-4867-5570株式会社Ｔ・Ｙメディ原　幸枝 平20. 1. 1調剤 薬局
     豊中市北条町三丁目２番２４号Ｆ常　勤:    5カル　代表取締役　住 組織変更 現存
     ＵＤＯメディカルビル (薬       5)岡　敏夫 平26. 1. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 237840-03456 スズキ薬局 〒561-0871 06-6386-2681株式会社サンドラッグ宮坂　拡昌 平20. 1. 1調剤 薬局
     豊中市東寺内町１３番５号ライオ常　勤:    4フアーマシーズ　代表 組織変更 現存
     ンズマンション１階 (薬       4)取締役　落合　佳宏 平26. 1. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 237940-03464 ハローいこい薬局 〒561-0812 06-7173-9166株式会社ＺＥＲＯ　代森木　直也 平20. 4. 1調剤 薬局
     豊中市北条町一丁目２１番１５号常　勤:    1表取締役　森木　直也 新規 現存
     (薬       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 238040-03498 青葉堂薬局 〒560-0004 06-4865-6615株式会社青葉堂　代表田中　睦子 平20. 5. 1調剤 薬局
     豊中市少路一丁目３－１６ 常　勤:    1取締役　野村　卓三 新規 現存
     (薬       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 238140-03506 ひむか薬局　千里西店〒560-0083 06-6831-0068株式会社ひむかメディ松浦　豊 平20. 5. 1調剤 薬局
     豊中市新千里西町一丁目１番１０常　勤:    4カル　代表取締役　永 新規 現存
     号Ｄ・グラフォート１階 (薬       4)田　寛之 平26. 5. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 238240-03514 グリーンメディック薬〒560-0002 06-6857-3145株式会社グリーンメデ通山　晶子 平20. 4. 1調剤 薬局
     局 豊中市緑丘一丁目３２番２３号ア常　勤:    5ィック　代表取締役　 組織変更 現存
     ローマグリーンヒル１階 (薬       5)多田　耕三 平26. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 238340-03522 グリーンメディック薬〒560-0002 06-6845-4232株式会社グリーンメデ笠嶋　智子 平20. 4. 1調剤 薬局
     局　緑丘 豊中市緑丘四丁目１番１号イオン常　勤:    5ィック　代表取締役　 組織変更 現存
     豊中緑丘ショッピングセンター内(薬       5)多田　耕三 平26. 4. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 238440-03530 みどり薬局　千里中央〒560-0082 06-6831-3388グリーンファーマシー池内　美佳 平20.10. 1調剤 薬局
     店 豊中市新千里東町一丁目４番３号常　勤:    2株式会社　代表取締役 新規 現存
     ＳＨＩＰ　ＳＥＮＲＩ　ＢＬＤＧ(薬       2)　古川　健一郎 平26.10. 1
     ．１階 非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 238540-03555 エミ薬局 〒561-0852 06-6862-8383有限会社ハートフル・奥谷　仁美 平20. 9. 1調剤 薬局
     豊中市服部本町一丁目６番２１号常　勤:    2エミ　取締役　棧敷　 組織変更 現存
     アルビオン１０１号 (薬       2)博 平26. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 238640-03563 スギ薬局　豊中春日店〒560-0052 06-6840-7871株式会社スギ薬局　代江端　亜衣 平20. 9. 1調剤 薬局
     豊中市春日町四丁目１番３５号 常　勤:    1表取締役　 原　栄一 組織変更 現存
     (薬       1) 平26. 9. 1
     非常勤:   28
     (薬      28)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 238740-03589 豊中たまご薬局 〒560-0021 06-6852-0181株式会社アクシス　代寺﨑　淑惠 平21. 2. 1調剤 薬局
     豊中市本町三丁目１番２１号丸善常　勤:    2表取締役　芳野　直人 新規 現存
     ビル１階 (薬       2) 平27. 2. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 238840-03605 西田薬局　服部店 〒561-0853 06-6864-0970有限会社西田薬局　代孫谷　恭子 平21. 3. 1調剤 薬局
     豊中市服部南町三丁目１１番５－常　勤:    1表取締役　西田　斉 新規 現存
     １０１号 (薬       1) 平27. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 238940-03613 中島薬局　曽根東町店〒561-0802 06-4865-3505株式会社アルカ　代表近藤　朋美 平21. 5. 1調剤 薬局
     豊中市曽根東町一丁目２番１号阪常　勤:    4取締役　中島　康伸 新規 現存
     急曽根ビルＢ１階 (薬       4) 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 239040-03639 小曽根薬局 〒561-0812 06-6334-3090株式会社カルモ　代表田伏　規子 平21. 5. 1調剤 薬局
     豊中市北条町四丁目１番１４号 常　勤:    1取締役　石田　佳弘 組織変更 現存
     (薬       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 239140-03654 スギ薬局　服部西店 〒561-0859 06-6867-1650株式会社スギ薬局　代田中　慎也 平21. 7. 1調剤 薬局
     豊中市服部豊町二丁目１５番７号常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     阪急オアシス服部西店内 (薬       1) 平27. 7. 1
     非常勤:   31
     (薬      31)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 239240-03662 田薬局 〒561-0833 06-6336-1893 田　由美子 田名　美也子 平21. 7. 1調剤 薬局
     豊中市庄内幸町二丁目１５番１号常　勤:    1 継承 現存
     アルカサール豊中１階１１２号室(薬       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 239340-03704 幸生堂薬局 〒561-0882 06-6845-3000株式会社ヘルシーワー吉川　好美 平21.10. 1調剤 薬局
     豊中市南桜塚二丁目６番３０号カ常　勤:    2ク　代表取締役　福本 新規 現存
     ワサキビル１０３号室 (薬       2)　康幸 平27.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 239440-03712 旭ヶ丘プラザ薬局 〒561-0865 06-4865-9500株式会社セラ・メディ藤本　美智子 平21.10. 1調剤 薬局
     豊中市旭丘１番１３号 常　勤:    1ック　代表取締役　田 新規 現存
     (薬       1)中　久晴 平27.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 239540-03720 ＯＳファーマシー薬局〒561-0816 06-6151-9386有限会社ＯＳファーマ大谷　伸光 平22. 2. 1調剤 薬局
     　ほうなん店 豊中市豊南町西三丁目３番３号 常　勤:    1シー　取締役　大谷　 新規 現存
     (薬       1)伸光 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 239640-03738 豊中本町薬局 〒560-0021 06-6858-8002メディカルサービス株西垣　明実 平22. 2. 1調剤 薬局
     豊中市本町九丁目２番４号 常　勤:    2式会社　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)秋本　孝幸 平28. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 239740-03746 アピス薬局　上野坂店〒560-0012 06-4865-3361株式会社アピスファー村上　紀美子 平22. 1. 1調剤 薬局
     豊中市上野坂二丁目１４番３４号常　勤:    1マシー　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       1)川越　敏章 平28. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 239840-03753 大阪柴原駅さくら薬局〒560-0055 06-6152-2025クラフト株式会社　代佐藤　雅子 平22. 4. 1調剤 薬局
     豊中市柴原町四丁目１１５番１番常　勤:    1表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     地先 (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 239940-03779 なの花薬局　豊中上野〒560-0012 06-6844-5810株式会社　共栄ファー福井　道子 平22. 8. 1調剤 薬局
     坂店 豊中市上野坂一丁目１番３号　ノ常　勤:    4マシー　代表取締役　 組織変更 現存
     ーブル上野坂１０２ (薬       4)宇野　光裕 平28. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 240040-03787 なの花薬局　豊中駅前〒560-0026 06-6858-6505株式会社　共栄ファー谷　えみり 平22. 8. 1調剤 薬局
     店 豊中市玉井町一丁目１０番３０号常　勤:    2マシー　代表取締役　 組織変更 現存
     　かのうビル１階 (薬       2)宇野　光裕 平28. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 240140-03795 日宝堂薬局 〒561-0832 06-6336-1189株式会社　日宝堂　代濱中　力 平22. 9. 1調剤 薬局
     豊中市庄内西町三丁目６番１９号常　勤:    2表取締役　濱中　力 組織変更 現存
     (薬       2) 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 240240-03811 みどり薬局　千里レジ〒560-0082 06-6831-2666グリーンファーマシー倉島　巳佳 平23. 4. 1調剤 薬局
     デンス店 豊中市新千里東町一丁目２番３号常　勤:    3株式会社　代表取締役 新規 現存
     ２階 (薬       3)　古川　健一郎 平29. 4. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 240340-03837 スギ薬局　豊中庄内店〒561-0833 06-6335-0067株式会社スギ薬局　代伊勢原　茉莉花 平23. 7. 1調剤 薬局
     豊中市庄内幸町５丁目９－１２ 常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平29. 7. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 240440-03845 みのり薬局 〒561-0832 06-6335-1518株式会社みのり　代表光在　美和子 平23. 7. 1調剤 薬局
     豊中市庄内西町４丁目１番２４号常　勤:    2取締役　光在　美和子 組織変更 現存
     日本ペット商事株式会社本社ビル(薬       2) 平29. 7. 1
     １階 非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 240540-03852 こころ水谷薬局 〒560-0056 06-7502-1383有限会社水谷薬局　代水谷　操 平23. 8. 1調剤 薬局
     豊中市宮山町４丁目１番２０号 常　勤:    1表取締役　水谷　弘 新規 現存
     (薬       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 240640-03860 スギ薬局　東豊中店 〒560-0003 06-4865-5591株式会社スギ薬局　代田村　啓 平23. 9. 1調剤 薬局
     豊中市東豊中町５丁目３１－５ 常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 240740-03886 そね薬局 〒561-0801 06-6840-4277有限会社すみれメディ小川　由実 平23. 9. 1調剤 薬局
     豊中市曽根西町１丁目１０－７ 常　勤:    3カル　取締役　伊藤　 移転 現存
     (薬       3)寛 平29. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 240840-03928 アイ薬局 〒561-0832 06-6335-1551有限会社アイエムメデ藤澤　 子 平23.11.21調剤 薬局
     豊中市庄内西町３丁目１５－５ 常　勤:    3ィカル　代表取締役　 移転 現存
     (薬       3)森　孝史 平29.11.21
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 240940-03936 宮薬局 〒560-0083 06-6872-2396山中　永子 山中　永子 平24. 1. 1調剤 薬局
     豊中市新千里西町３丁目２－５ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (薬       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 241040-03944 なごみ薬局 〒561-0853 06-6864-2577有限会社誠和　代表取木野本　有見 平24. 4. 1調剤 薬局
     豊中市服部南町４丁目３－５４ 常　勤:    1締役　木野本　有見 新規 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 241140-03951 春日野薬局　豊中店 〒561-0827 06-6335-3505成ワ薬品株式会社　代吉田　真由美 平24. 5. 1調剤 薬局
     豊中市大黒町３丁目７－２９ 常　勤:    1表取締役　三谷　高徹 移転 現存
     (薬       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 241240-03969 スマイル調剤薬局 〒561-0803 06-4866-9568有限会社サンミ企画　滿永　有里子 平24. 7. 1調剤 薬局
     豊中市城山町３丁目４番１号１０常　勤:    3代表取締役　北村　泰 新規 現存
     ５号 (薬       3)亨 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 241340-03977 サン調剤薬局 〒561-0803 06-6864-5508株式会社アイメディク原　拓生 平24. 7. 1 薬局
     豊中市城山町３丁目４番１号１０常　勤:    2ス　代表取締役　豊田 新規 現存
     ２号 (薬       2)　悦子 平24. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 241440-04009 サーバ豊中宮山薬局 〒560-0056 06-6844-3013株式会社キリン堂　代伊藤　恵子 平24. 8.16調剤 薬局
     豊中市宮山町１丁目７－８ 常　勤:    1表取締役　寺西　豊彦 組織変更 現存
     (薬       1) 平24. 8.16
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 241540-04017 サーバ豊中少路薬局 〒560-0004 06-4865-9880株式会社キリン堂　代大西　美穂 平24. 8.16調剤 薬局
     豊中市少路２丁目５－１ 常　勤:    1表取締役　寺西　豊彦 組織変更 現存
     (薬       1) 平24. 8.16
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 241640-04033 春風漢方薬局 〒561-0872 06-6151-2491西口　哲平 西口　哲平 平25. 1. 1調剤 薬局
     豊中市寺内２丁目２番２２号シャ常　勤:    2 新規 現存
     トーエデン１０９号室 (薬       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 241740-04058 トモエ薬局　東豊中店〒560-0003 06-6335-4977株式会社Ｔ・Ｙメディ髙橋　和子 平25. 5. 1調剤 薬局
     豊中市東豊中町６丁目１－２豊中常　勤:    1カル　代表取締役　住 新規 現存
     大成ビル (薬       1)岡　敏夫 平25. 5. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 241840-04074 アピス薬局　緑ヶ丘店〒560-0004 06-7668-1511株式会社　アピスファ大年　芳子 平25. 9. 1調剤 薬局
     豊中市少路１丁目２番７号リッツ常　勤:    1ーマシー　代表取締役 新規 現存
     サントノーレ１０３ (薬       1)　川越　敏章 平25. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 241940-04082 瀧川薬局 〒561-0832 06-6331-4381瀧川　安弘 瀧川　安弘 平25. 9. 1調剤 薬局
     豊中市庄内西町５の９の２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 242040-04090 アオバ薬局 〒561-0833 06-6334-3355林　未張 林　未張 平25. 8. 1調剤 薬局
     豊中市庄内幸町４－２８－１ 常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平25. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 242140-04116 ニューロン薬局　庄内〒561-0834 06-6334-2000ニューロンネットワー長田　考広 平25.10. 1調剤 薬局
     店 豊中市庄内栄町一丁目７番６号 常　勤:    1ク株式会社　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　石田　行司 平25.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 242240-04124 メロディ薬局 〒560-0021 06-6842-7510株式会社プリュス　代村尾　奈苗 平25.11. 1調剤 薬局
     豊中市本町２丁目１－４５－１０常　勤:    2表取締役　小草　廣行 新規 現存
     ２ (薬       2) 平25.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
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 242340-04132 グリーン調剤薬局　岡〒561-0881 06-6151-5521株式会社ぐりーん調剤野口　克美 平26. 2. 1調剤 薬局
     町店 豊中市中桜塚２丁目１８－７ 常　勤:    1薬局　代表取締役　野 新規 現存
     (薬       1)口　克美 平26. 2. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 242440-04140 はな薬局　豊中緑地店〒561-0874 06-6151-5487株式会社メディカルパ谷前　信治 平26. 3. 1調剤 薬局
     豊中市長興寺南４丁目９－４５ 常　勤:    2ーク　代表取締役　谷 新規 現存
     (薬       2)前　信治 平26. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 242540-04157 厚生薬局 〒561-0881 06-6849-1776株式会社飛鳥薬局　代阿江　智恵美 平26. 2. 1調剤 薬局
     豊中市中桜塚２－３１－１桜塚中常　勤:    3表取締役　根岸　訓良 組織変更 現存
     央ビル１０１号室 (薬       3) 平26. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 242640-04165 スギ薬局　豊中小曽根〒561-0817 06-6152-6201株式会社スギ薬局　代日髙　珠恵 平26. 3. 1調剤 薬局
     店 豊中市浜二丁目１７番５号 常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平26. 3. 1
     非常勤:   24
     (薬      24)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 242740-04173 スギ薬局　西緑丘店 〒560-0005 06-6152-7577株式会社スギ薬局　代茨木　一彦 平26. 5. 1調剤 薬局
     豊中市西緑丘２丁目８番５号 常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 242840-04199 セレブ薬局 〒560-0013 06-6850-2227株式会社厚生　代表取 谷　尚子 平26. 7. 1調剤 薬局
     豊中市上野東２丁目１９－２７ 常　勤:    2締役　野村　治美 新規 現存
     (薬       2) 平26. 7. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 242940-04207 回生堂薬局　岡町店 〒561-0881 06-4867-4976株式会社カイセー　代加納　美由紀 平26. 6.29調剤 薬局
     豊中市中桜塚２丁目２０番１２号常　勤:    4表取締役　篠田　肇 移転 現存
     田中ビル１階　１０２号室 (薬       4) 平26. 6.29
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 243040-04231 近畿調剤豊中本町薬局〒560-0021 06-6849-2255近畿調剤株式会社　代中西　美慧 平26.10. 1調剤 薬局
     豊中市本町１丁目５－１８メゾン常　勤:    3表取締役　吉川　正男 新規 現存
     ドール豊寿荘１０１ (薬       3) 平26.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 243140-04249 すずらん薬局 〒560-0011 06-6335-4108株式会社ＴＥＮ’Ｓ　堀添　哲哉 平26.11. 1調剤 薬局
     豊中市上野西３丁目１６－５３ 常　勤:    1代表取締役　堀添　哲 組織変更 現存
     (薬       1)哉 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 243240-04264 フルール薬局 〒561-0832 06-4867-2222市川　頼子 市川　頼子 平27. 1. 1調剤 薬局
     豊中市庄内西町３丁目１番５号サ常　勤:    1 組織変更 現存
     ンパティオ４階 (薬       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 243340-04272 グリーンメディック薬〒560-0004 06-6845-2550株式会社グリーンメデ多田　耕三 平27. 3. 1調剤 薬局
     局　少路 豊中市少路１丁目７－１６ 常　勤:    5ィック　代表取締役　 新規 現存
     (薬       5)多田　耕三 平27. 3. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 243440-04280 はるな薬局　蛍池店 〒560-0032 06-6398-7917株式会社グラン・ラフ 　典子 平27. 5. 1調剤 薬局
     豊中市蛍池東町１丁目１２番２２常　勤:    2ィネ　代表取締役　出 新規 現存
     号 (薬       2)口　浩明 平27. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 243540-04306 カリス薬局 〒561-0815 06-6335-1322有限会社ワーク・ワン井上　祥宏 平27. 6. 1調剤 薬局
     豊中市豊南町南１丁目１番１５号常　勤:    1ダース　代表取締役　 移転 現存
     の１ (薬       1)井上　祥宏 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 243640-04314 アピス薬局　千里中央〒560-0082 06-6834-3101株式会社アピスファー西原　秀 平27. 7. 1調剤 薬局
     店 豊中市新千里東町１丁目１番３号常　勤:    8マシー　代表取締役　 移転 現存
     ＳＥＮＲＩＴＯよみうり３階 (薬       8)川越　敏章 平27. 7. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 243740-04322 スワ薬局　豊中店 〒560-0004 06-6854-2022谷原　節子 小野　靖子 平27. 8. 1調剤 薬局
     豊中市少路１丁目８番７号 常　勤:    2 移転 現存
     (薬       2) 平27. 8. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
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 243840-04330 ツバサ薬局　豊中店 〒561-0832 06-6336-3045株式会社ウイングメデ遊佐　佐代子 平27. 9. 1調剤 薬局
     豊中市庄内西町３丁目７－４５ 常　勤:    3ィカル　代表取締役　 新規 現存
     (薬       3)影山　健 平27. 9. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 243940-04348 森川薬局　緑地店 〒561-0872 06-6867-1103有限会社傷寒堂　代表藤脇　美佳 平27. 9. 1調剤 薬局
     豊中市寺内２丁目１０番８－２０常　勤:    1取締役　森川　幸次 移転 現存
     ６号 (薬       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 244040-04355 ラズベリー薬局 〒561-0851 06-6863-1155株式会社ライフベリー山本　麻衣 平27.10. 1調剤 薬局
     豊中市服部元町２丁目５番１７号常　勤:    1　代表取締役　山本　 移転 現存
     Ｂ号室 (薬       1)充郎 平27.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 244140-04363 西田薬局　長興寺店 〒561-0874 06-6867-6056有限会社西田薬局　代西田　周平 平27.11. 1調剤 薬局
     豊中市長興寺南３－１－３－１Ｆ常　勤:    1表取締役　 田　斉 新規 現存
     (薬       1) 平27.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 244240-04371 あおい薬局 〒561-0804 06-6868-4193株式会社アインファー廣田　友樹 平27.11. 1調剤 薬局
     豊中市曽根南町１丁目５－１１ 常　勤:    4マシーズ　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       4)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 244340-04389 ウエルシア薬局豊中中〒561-0881 06-4865-9431ウエルシア薬局株式会岡井　聰幸 平27.12. 1調剤 薬局
     桜塚店 豊中市中桜塚４丁目６番１０号 常　勤:    1社　代表取締役　水野 組織変更 現存
     (薬       1)　秀晴 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 244440-04397 オレンジ薬局　緑丘店〒560-0005 06-6152-6435株式会社プチファーマ谷口　健太郎 平28. 1. 1調剤 薬局
     豊中市西緑丘３丁目１３－６西緑常　勤:    1シスト　代表取締役　 新規 現存
     丘ビル１０２ (薬       1)柳生　美江 平28. 1. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 244540-04405 ウイング薬局　中桜塚〒561-0881 06-6845-2528株式会社Ｔｅａｍ‐Ｋ藤井　裕子 平28. 1. 1調剤 薬局
     店 豊中市中桜塚三丁目１５番１４号常　勤:    2　代表取締役　久米　 組織変更 現存
     (薬       2)史洋 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 244640-04421 リンク薬局 〒560-0054 06-6842-3535Ｌｉｎｋ株式会社　代稲田　伸一 平28. 4. 1調剤 薬局
     豊中市桜の町七丁目１０番７号ナ常　勤:    1表取締役　稲田　伸一 新規 現存
     ポリオスカービル２階１－Ａ号室(薬       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 244740-04439 共進薬局　緑丘店 〒560-0001 06-6398-9808株式会社　ＭＴＦ　代水口　洋平 平28. 5. 1調剤 薬局
     豊中市北緑丘二丁目２番２３号　常　勤:    3表取締役　水口　洋平 新規 現存
     １階１０２号 (薬       3) 平28. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 244840-04447 のぞみ薬局 〒561-0858 06-4866-7000株式会社エーシー　代佐保　幸介 平28. 4. 4調剤 薬局
     豊中市服部西町三丁目１番６号 常　勤:    7表取締役　道下　玄三 移転 現存
     (薬       7) 平28. 4. 4
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 244940-04454 なの花薬局　千里中央〒560-0083 06-6318-5181株式会社共栄ファーマ一文字　歩 平28. 5. 1調剤 薬局
     店 豊中市新千里西町一丁目１番４８常　勤:    5シー　代表取締役　宇 新規 現存
     (薬       5)野　光裕 平28. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 245040-04462 豊中赤壁薬局 〒560-0026 06-6852-3380株式会社池田屋　代表池田　由紀子 平28. 5. 1調剤 薬局
     豊中市玉井町一丁目２番２号　豊常　勤:    4取締役　池田　勝 組織変更 現存
     中駅前ビル１Ｆ (薬       4) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 245140-04470 服部マルゼン薬局　西〒561-0858 06-6152-9273有限会社服部マルゼン松川　裕子 平28. 6. 1調剤 薬局
     町店 豊中市服部西町二丁目７－７ 常　勤:    2薬局　代表取締役　永 新規 現存
     (薬       2)井　眞義 平28. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 245240-04488 かりん薬局 〒560-0021 06-6845-8400株式会社ハートフェル藤澤　英子 平28.10. 1調剤 薬局
     豊中市本町六丁目７－９－１０２常　勤:    2トメディカル　代表取 新規 現存
     (薬       2)締役　藤澤　英子 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 245340-04504 カメイ調剤薬局　豊中〒561-0872 06-6864-5700カメイ株式会社　代表具志堅　里恵 平29. 3. 1調剤 薬局
     緑地公園駅店 豊中市寺内二丁目４－１　緑地駅常　勤:    2取締役　亀井　文行 新規 現存
     ビル２Ｆ (薬       2) 平29. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 245440-04512 ココカラファイン薬局〒561-0881 06-7656-3857株式会社ココカラファ筒井　麻里 平29. 2. 1調剤 薬局
     　岡町店 豊中市中桜塚一丁目１－１　Ｔｉ常　勤:    1インヘルスケア　代表 移転 現存
     ｏ岡町１階 (薬       1)取締役　塚本　厚志 平29. 2. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 245540-04520 サンコー調剤薬局 〒561-0832 06-6336-0045有限会社サンミ　代表藤田　凡人 平29. 4. 1調剤 薬局
     豊中市庄内西町三丁目１－３ 常　勤:    1取締役　北村　泰亨 新規 現存
     (薬       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 245640-04538 豊中ロイヤル薬局 〒560-0055 06-6210-6260有限会社ロイヤル・メ市原　真弥 平29. 4. 1調剤 薬局
     豊中市柴原町四丁目８－１３アメ常　勤:    1ディック　代表取締役 新規 現存
     ニティーノーブル１０２ (薬       1)　北西　秀行 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 245740-04546 アピス薬局　庄内駅前〒561-0831 06-6335-1131株式会社エスジーメデ下濵　裕之 平29. 4. 1調剤 薬局
     店 豊中市庄内東町２丁目１番２３号常　勤:    1ィカル　代表取締役　 組織変更 現存
     　誠宏ビル１階 (薬       1)下濵　裕之 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 245840-04553 はちみつ薬局 〒561-0834 06-6334-0407株式会社ナツメ屋　代夏目　泰志 平29. 4. 1調剤 薬局
     豊中市庄内栄町二丁目４番６号 常　勤:    1表取締役　夏目　泰志 組織変更 現存
     (薬       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 245940-04561 あおぞら薬局豊中店 〒560-0021 06-4866-5324ロングライフメディカ丸山　一朗 平29. 5. 1調剤 薬局
     豊中市本町２丁目１番３号 常　勤:    1ル株式会社　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　五反　浩志 平29. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 246040-04579 そうけん薬局　服部店〒561-0851 06-6152-7287有限会社シンクスファ辻　晶美 平29. 7. 1調剤 薬局
     豊中市服部元町２－１－２ 常　勤:    2ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　北山　厚 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 246140-04587 さくら薬局　寺内２丁〒561-0872 06-6866-2222有限会社ジェイ・ウェ石丸　広美 平29. 8. 1調剤 薬局
     目店 豊中市寺内２－１０－５ 常　勤:    2ルネス　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)寺川　友啓 平29. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 246240-04595 川田薬局 〒560-0021 06-6852-6219川田　こずえ 川田　こずえ 平29. 6. 9調剤 薬局
     豊中市本町３丁目１４－１０ 常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平29. 6. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 246340-04603 阪神調剤薬局　曽根東〒561-0802 06-6866-3489株式会社阪神調剤薬局伊藤　育代 平29. 8. 1調剤 薬局
     町店 豊中市曽根東町１丁目９番２５号常　勤:    2　代表取締役　岩崎　 移転 現存
     ファミール曽根１０５ (薬       2)壽毅 平29. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 246440-04611 西田薬局 〒561-0817 06-6333-5515有限会社西田薬局　代西田　明代 平29.11. 1調剤 薬局
     豊中市浜１－２５－３２－１０２常　勤:    1表取締役　西田　斉 移転 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 246540-04629 メディグレイス薬局 〒560-0021 06-6868-9022西垣　舞花 西垣　舞花 平30. 2. 1調剤 薬局
     豊中市本町２丁目４－１４クリニ常　勤:    1 新規 現存
     ックモール豊中本町１０１ (薬       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 246640-04637 サエラ薬局　千里中央〒560-0085 06-6170-1903株式会社サエラ薬局　石本　久美子 平30. 1. 1調剤 薬局
     店 豊中市上新田二丁目２４番５０－常　勤:    3代表取締役　小池　由 組織変更 現存
     ２ (薬       3)久 平30. 1. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 246740-04645 あんず薬局　豊中店 〒560-0035 06-6840-6116株式会社サエラ薬局　田井　渓人 平30. 1. 1調剤 薬局
     豊中市箕輪２丁目２－２２ 常　勤:    4代表取締役　小池　由 組織変更 現存
     (薬       4)久 平30. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 246840-04652 ファーマライズ薬局千〒560-0081 06-6836-1151株式会社テラ・ヘルス小山　裕美 平30. 3. 1調剤 薬局
     里店 豊中市新千里北町二丁目２０番１常　勤:    3プロモーション　代表 組織変更 現存
     ３号 (薬       3)取締役　赤松　優仁 平30. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 246940-04660 すみれ薬局　岡町店 〒561-0881 06-6855-1738株式会社キリン堂　代藪本　憲子 平30. 4. 1調剤 薬局
     豊中市中桜塚一丁目１７番４号 常　勤:    1表取締役　寺西　豊彦 組織変更 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 247040-04678 かるがも薬局　豊中店〒560-0023 06-6335-4725株式会社メディカルか濵口　由紀子 平30. 4. 1調剤 薬局
     豊中市岡上の町４丁目１－２豊中常　勤:    1るがも　代表取締役　 組織変更 現存
     パークレジデンス１Ｆ (薬       1)森　正彦 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 247141-00948 小山全快堂薬局 〒530-0041 06-6351-6613株式会社小山全快堂薬小山　裕二 昭44. 3. 1調剤 薬局
     大阪市北区天神橋三丁目２番３１常　勤:    1局　代表取締役　小山 新規 現存
     号 (薬       1)　裕二 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 247241-01045 エスエス薬局 〒530-0041 06-6351-1616有限会社エスエス薬局阪　眞司 昭46. 2. 6調剤 薬局
     大阪市北区天神橋四丁目４番９号常　勤:    3　代表取締役　阪　真 移転 現存
     (薬       3)司 平28. 2. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 247341-01342 漢方薬局ハレノヴァ 〒530-0053 06-6312-8429株式会社栃本天海堂　端山　絵文 昭53. 1. 1調剤 薬局
     大阪市北区末広町３番２１号扇町常　勤:    2代表取締役　栃本　和 新規 現存
     ビル１階 (薬       2)男 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 247441-01458 コヤマ薬局 〒530-0041 06-6351-9539小山　哲吾 小山　美鈴 昭55. 5.19調剤 薬局
     大阪市北区天神橋四丁目７番１９常　勤:    1 継承 現存
     号 (薬       1) 平28. 5.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 247541-01599 アクティ大阪コクミン〒530-0001 06-6347-0593株式会社コクミン　代後藤　幸栄 昭58. 5. 1調剤 薬局
     調剤薬局 大阪市北区梅田三丁目１番１号サ常　勤:    7表取締役　絹巻　秀展 新規 現存
     ウスゲートビル１７階大阪ステー(薬       7) 平28. 5. 1
     ションシティ総合クリニック内 非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 247641-01623 馗笑薬局 〒530-0001 06-6345-0120馗笑株式会社　代表取馬場　保 昭58. 9. 1調剤 薬局
     大阪市北区梅田一丁目２番２－２常　勤:    1締役　馬場　保 新規 現存
     ００号大阪駅前第２ビル２階５－(薬       1) 平28. 9. 1
     ６
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 247741-01672 ユアサ薬局 〒530-0022 06(6371)2961湯浅　百蔵 湯浅　百蔵 昭59. 7. 1調剤 薬局
     大阪市北区浪花町６－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平 5. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 247841-01813 米山泰山堂薬局 〒530-0027 06-6361-3391株式会社米山泰山堂薬米山　啓司 昭62.11.30調剤 薬局
     大阪市北区堂山町１７番１１号 常　勤:    2局　代表取締役　米山 移転 現存
     (薬       2)　啓司 平29.11.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 247941-01839 岡部薬局 〒530-0041 06-6351-1804岡部　まさえ 岡部　まさえ 昭63. 4.27調剤 薬局
     大阪市北区天神橋２－１－２０ 常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平30. 4.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 248041-01862 回生薬局 〒531-0041 06-6351-6215有限会社　回生薬局　堀　晴子 昭32.10. 1調剤 薬局
     大阪市北区天神橋七丁目６番２３常　勤:    2代表取締役　田中　ま 新規 現存
     号 (薬       2)さ子 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 248141-01938 協和調剤薬局 〒531-0041 06-6353-7999株式会社協和調剤薬局 　雄三 昭55.10. 1調剤 薬局
     大阪市北区天神橋七丁目４番１５常　勤:    3　代表取締役　能口　 新規 現存
     号 (薬       3)一郎 平28.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 248241-01979 竹村薬局 〒531-0076 06-6451-7225竹村　喜示子 竹村　あつ子 昭60. 6.24調剤 薬局
     大阪市北区大淀中３－３－２ 常　勤:    2 移転 現存
     (薬       2) 平30. 6.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 248341-02050 回生堂薬局 〒530-0012 06-6372-3712株式会社アリタ　代表有田　宣子 平 2. 8. 1調剤 薬局
     大阪市北区芝田一丁目３番１５号常　勤:    3取締役　有田　加奈子 組織変更 現存
     (薬       3) 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 248441-02076 カイセイ薬局 〒530-0026 06-6361-0457株式会社　育星会　代楠見　朋子 平 3. 9. 1調剤 薬局
     大阪市北区神山町１４番２３号シ常　勤:    1表取締役　飯田　彰 新規 現存
     ャトー東梅田１０３号 (薬       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 248541-02084 ミキヤ薬局 〒530-0041 06-6351-7334富川　武彦 富川　武彦 平 3. 8.26調剤 薬局
     大阪市北区天神橋６丁目１－２２常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平24. 8.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 248641-02282 ＯＡＰカイセイ薬局 〒530-6002 06-6357-3939株式会社育星会　代表吉村　諒子 平 8. 4. 1調剤 薬局
     大阪市北区天満橋一丁目８番３０常　勤:    3取締役　飯田　彰 新規 現存
     号ＯＡＰタワー２階 (薬       3) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 248741-02340 大賀天神橋薬局 〒530-0041 06-6351-3874大賀　英充 大賀　英充 平 9. 1. 1調剤 薬局
     大阪市北区天神橋一丁目１２番１常　勤:    1 移転 現存
     号 (薬       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 248841-02480 新梅田コクミン薬局 〒530-0002 06-6346-0741株式会社コクミン　代河 　沙也加 平11. 6. 7調剤 薬局
     大阪市北区曽根崎新地一丁目堂島常　勤:    7表取締役　絹巻　秀展 移転 現存
     地下街１号 (薬       7) 平29. 6. 7
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 248941-02506 やすらぎ桜橋薬局 〒530-0001 06-6341-2125有限会社　アペックス瀧本　浩之 平11. 8. 1調剤 薬局
     大阪市北区梅田二丁目４番３７号常　勤:    9　代表取締役　松岡　 移転 現存
     西梅田上島ビル１階 (薬       9)晋 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 249041-02514 アピス薬局　梅田店 〒530-0001 06-6344-0438株式会社アピスファー木村　弥代 平11. 8.30調剤 薬局
     大阪市北区梅田一丁目１番３－１常　勤:    5マシー　代表取締役　 移転 現存
     ００号大阪駅前第３ビル１階 (薬       5)川越　敏章 平29. 8.30
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 249141-02522 カコファーマシィー薬〒530-0035 06-4800-6060有限会社　カコファー大中　諭 平11. 9.10調剤 薬局
     局 大阪市北区同心一丁目８番６号 常　勤:    2マシィー　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       2)　加古　良一 平29. 9.10
     非常勤:    1
     (薬       1)
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 249241-02548 ユアーズ薬局 〒530-0041 06-6354-2339株式会社　はあどる　永井　壱宗 平12. 2. 1調剤 薬局
     大阪市北区天神橋五丁目５番３２常　勤:    4代表取締役　堺　敏彦 新規 現存
     号 (薬       4) 平30. 2. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 249341-02597 天満カイセイ薬局 〒530-0024 06-6316-5539株式会社　育星会　代松岡　峯準 平12.10. 1調剤 薬局
     大阪市北区山崎町５番１７号 常　勤:    3表取締役　飯田　彰 新規 現存
     (薬       3) 平24.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 249441-02613 駅前第一ビルカイセイ〒530-0001 06-6341-6232株式会社　育星会　代佐伯　まゆみ 平12.10. 1調剤 薬局
     薬局 大阪市北区梅田一丁目２０大阪駅常　勤:    3表取締役　飯田　彰 組織変更 現存
     前第一ビル２階 (薬       3) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 249541-02621 日本調剤扇町薬局 〒530-0026 06-6130-5661日本調剤株式会社　代冨田　麻利子 平13. 2. 1調剤 薬局
     大阪市北区神山町１４番２２号 常　勤:    3表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       3) 平25. 2. 1
     非常勤:   22
     (薬      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 249641-02670 阪神調剤薬局扇町店 〒530-0024 06-6130-7731株式会社阪神調剤薬局齋藤　直美 平13. 5. 1調剤 薬局
     大阪市北区山崎町５番１５号 常　勤:    5　代表取締役　岩崎　 新規 現存
     (薬       5)壽 平25. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 249741-02696 祥漢堂梅田北薬局 〒530-0016 06-6131-1701株式会社祥漢堂　代表田中　潤一 平13. 7. 1調剤 薬局
     大阪市北区中崎一丁目１番１号 常　勤:   10取締役社長　田口　武 新規 現存
     (薬      10)志 平25. 7. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 249841-02738 南森町グローバル薬局〒530-0041 06-6352-7311有限会社グローバル薬京谷　央達 平13. 9. 1調剤 薬局
     大阪市北区天神橋三丁目２番１４常　勤:    3局　代表取締役　川上 新規 現存
     号南森町スペースビル１階 (薬       3)　哲司 平25. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 249941-02753 フタツカ薬局梅田北 〒530-0012 06-6377-2751株式会社大新堂　代表山本　紗弥香 平14. 4. 1調剤 薬局
     大阪市北区芝田二丁目７番１８号常　勤:    6取締役　二塚　安子 新規 現存
     オーエックス梅田ビル新館１階 (薬       6) 平26. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 250041-02761 カーム薬局 〒530-0033 06-4800-3900有限会社カーム薬局　大西　亮子 平14. 6. 1調剤 薬局
     大阪市北区池田町１７番１７号　常　勤:    1代表取締役　前村　安 新規 現存
     マンション池田１階 (薬       1)彦 平26. 6. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 250141-02803 共栄薬局　茶屋町店 〒530-0013 06-6377-5532株式会社共栄ファーマ田坂　朋子 平15. 1. 1調剤 薬局
     大阪市北区茶屋町１９番１９号ア常　勤:    1シー　代表取締役　宇 組織変更 現存
     プローズタワー地下１階 (薬       1)野　光裕 平27. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 250241-02811 なの花薬局　中之島店〒530-0005 06-6448-0879株式会社共栄ファーマ岩本　沙祐美 平15. 1. 1調剤 薬局
     大阪市北区中之島五丁目３番６８常　勤:   16シー　代表取締役　宇 組織変更 現存
     号 (薬      16)野　光裕 平27. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 250341-02829 なの花薬局　中津店 〒530-0012 06-6373-2390株式会社共栄ファーマ山田　智子 平15. 1. 1調剤 薬局
     大阪市北区芝田二丁目９番１２号常　勤:    7シー　代表取締役　宇 組織変更 現存
     (薬       7)野　光裕 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 250441-02845 なの花薬局　グランド〒530-0017 06-6311-7100株式会社共栄ファーマ宮川　英士 平15. 1. 1調剤 薬局
     ビル店 大阪市北区角田町８番４７号グラ常　勤:    7シー　代表取締役　宇 組織変更 現存
     ンドビル２３階 (薬       7)野　光裕 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 250541-02852 柿の木薬局　天満店 〒530-0041 06-6351-2318有限会社ワイズパナシ谷川　明美 平15. 2. 1調剤 薬局
     大阪市北区天神橋四丁目８番２８常　勤:    2ーア　代表取締役　山 組織変更 現存
     号 (薬       2)住　良子 平27. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 250641-02928 オレンジ薬局 〒530-0012 06-6292-7783株式会社プチファーマ足立　理奈 平16. 6. 1調剤 薬局
     大阪市北区芝田二丁目８番１０号常　勤:    1シスト　代表取締役　 新規 現存
     光栄ビル１階Ｂ号室 (薬       1)柳生　美江 平28. 6. 1
     非常勤:   21
     (薬      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 250741-03033 オレンジ薬局　北梅田〒531-0072 06-4802-3222株式会社プチファーマ竹元　雅之 平18. 9. 1調剤 薬局
     店 大阪市北区豊崎一丁目１１番２９常　勤:    1シスト　代表取締役　 新規 現存
     号 (薬       1)柳生　美江 平24. 9. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 250841-03058 大淀アイ薬局 〒531-0076 06-6451-5787株式会社タテツ　代表立津　孝 平18.11. 1調剤 薬局
     大阪市北区大淀中三丁目２番１３常　勤:    1取締役　立津　孝 新規 現存
     号 (薬       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 250941-03082 ときわ薬局 〒530-0021 06-6371-1667株式会社ファーマシー國貞　誠一 平18.12. 1調剤 薬局
     大阪市北区浮田二丁目１番１２号常　勤:    2ときわ　代表取締役　 組織変更 現存
     アパ大阪天六ビル　１階 (薬       2)加藤　欽也 平24.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 251041-03090 フロンティア薬局　中〒530-0016 06-6367-7872株式会社フロンティア柏　あゆみ 平19. 1. 1調剤 薬局
     崎町店 大阪市北区中崎一丁目１番１５号常　勤:    3　代表取締役　重森　 組織変更 現存
     (薬       3)裕之 平25. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 251141-03124 すばる薬局 〒530-0047 06-6311-5531株式会社すばる　代表堀井　多香 平19.10. 1調剤 薬局
     大阪市北区西天満四丁目６番１２常　勤:    2取締役　堀井　多香 組織変更 現存
     号 (薬       2) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 251241-03132 元気薬局　中津店 〒531-0071 06-6292-3385株式会社プチファーマ柳生　知里 平19.12. 1調剤 薬局
     大阪市北区中津一丁目１１番８号常　勤:    1シスト　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       1)柳生　美江 平25.12. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 251341-03157 カコファーマシィー薬〒530-0041 06-6657-4448有限会社カコファーマ大中　諭 平20. 2. 1調剤 薬局
     局 大阪市北区天神橋二丁目５番２８常　勤:    2シィー　代表取締役　 新規 現存
     号千代田第二ビル１階 (薬       2)加古　良一 平26. 2. 1
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 251441-03165 北天神薬局　天六店 〒530-0041 06-4801-7785法円坂メディカル株式藤原　巧 平20. 3. 1調剤 薬局
     大阪市北区天神橋六丁目６番８号常　勤:   12会社　代表取締役　堅 移転 現存
     ソアラプラザ天六１階 (薬      12)田　陽介 平26. 3. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 251541-03173 きたよど薬局 〒531-0074 06-6371-6665水野　正和 藤原　千佳 平20. 5. 1調剤 薬局
     大阪市北区本庄東二丁目１番２２常　勤:    1 新規 現存
     号小泉ビル１階 (薬       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 251641-03181 アピス薬局　西天満店〒530-0047 06-6131-0701株式会社アピスファー管林　由里子 平20. 6. 1調剤 薬局
     大阪市北区西天満三丁目１３番１常　勤:    4マシー　代表取締役　 新規 現存
     ８号島根ビル１階 (薬       4)川越　敏章 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 251741-03207 スギ薬局　南森町店 〒530-0041 06-6136-0100株式会社スギ薬局　代佐久間　章人 平20. 9. 1調剤 薬局
     大阪市北区天神橋二丁目北２番２常　勤:    1表取締役　 原　栄一 組織変更 現存
     ６号　マルサンビル１階 (薬       1) 平26. 9. 1
     非常勤:   26
     (薬      26)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 251841-03215 カマダ薬局 〒530-0041 06-6351-7291川上　智美 川上　智美 平21. 1. 1調剤 薬局
     大阪市北区天神橋三丁目６番１５常　勤:    1 継承 現存
     号 (薬       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 251941-03249 大ビル薬局 〒530-0005 06-6441-3768マツモト株式会社　代松本　哲 平21. 5. 1調剤 薬局
     大阪市北区中之島三丁目３番２３常　勤:    1表取締役　松本　國照 移転 現存
     号中之島ダイビル５階 (薬       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 252041-03264 日本調剤　中津薬局 〒530-0012 06-6292-7025日本調剤株式会社　代柴山　はる子 平21. 7. 1調剤 薬局
     大阪市北区芝田二丁目９番１５号常　勤:    4表取締役　三津原　博 新規 現存
     ホテルナチュレ大阪梅田１階 (薬       4) 平27. 7. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 252141-03272 茶屋町薬局 〒530-0013 06-6359-8617メディカルサービス株吉永　耕平 平21. 7. 1調剤 薬局
     大阪市北区茶屋町３番１号三晃ビ常　勤:    5式会社　代表取締役　 移転 現存
     ル１階 (薬       5)秋本　孝幸 平27. 7. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
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 252241-03306 小西辰薬局 〒530-0041 06-6351-1125株式会社小西辰薬局　小 　康之 平21. 9.24調剤 薬局
     大阪市北区天神橋六丁目５番６号常　勤:    1代表取締役　小西　康 移転 現存
     (薬       1)之 平27. 9.24
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 252341-03322 大阪神山さくら薬局 〒530-0026 06-4709-6581クラフト株式会社　代山本　美絵 平22. 4. 1調剤 薬局
     大阪市北区神山町１４番２２号ク常　勤:    3表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     ラフト扇町ビル１階 (薬       3) 平28. 4. 1
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 252441-03348 北天神薬局　南店 〒530-0041 06-6356-5665法円坂メディカル株式浅井　宏昭 平22. 7. 1調剤 薬局
     大阪市北区天神橋５－７－２１ 常　勤:    6会社　代表取締役　堅 新規 現存
     (薬       6)田　陽介 平28. 7. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 252541-03355 マルゼン薬局 〒530-0041 06-6351-2989株式会社　アトランテ堀田　達郎 平22. 6. 1調剤 薬局
     大阪市北区天神橋六丁目７番１４常　勤:    1ィス　代表取締役　村 組織変更 現存
     号 (薬       1)田　卓 平28. 6. 1
     非常勤:   25
     (薬      25)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 252641-03363 ユアーズ薬局　天神橋〒530-0041 06-6949-8987株式会社　はあどる　南　さつき 平22. 9. 1調剤 薬局
     店 大阪市北区天神橋五丁目７番１２常　勤:    2代表取締役　堺　敏彦 新規 現存
     号 (薬       2) 平28. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 252741-03371 宮薬局 〒530-0043 06-6351-0789宮　三保 宮　三保 平22. 9. 4調剤 薬局
     大阪市北区天満二丁目７番２８号常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平28. 9. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 252841-03389 さくら薬局　大阪扇町〒530-0026 06-6364-3322クラフト株式会社　代大 　真由美 平22. 9. 1調剤 薬局
     通店 大阪市北区神山町１番７号 常　勤:    4表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     (薬       4) 平28. 9. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 252941-03397 テイコク薬局　南森町〒530-0041 06-6882-5039株式会社テイコク製薬佐藤　邦彦 平22.10. 1調剤 薬局
     店 大阪市北区天神橋三丁目２番３６常　勤:    1社　代表取締役　畠山 組織変更 現存
     号 (薬       1)　兼一郎 平28.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 253041-03413 クローバー薬局 〒530-0041 06-4801-9911ジョブ・クローバー株松浦　麻里子 平23. 1. 1調剤 薬局
     大阪市北区天神橋二丁目５番１５常　勤:    1式会社　代表取締役　 移転 現存
     号グラン・ピア南森町１階 (薬       1)高橋　郁夫 平29. 1. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 253141-03439 すみれ薬局 〒530-0013 06-6131-4577メディカルサービス株岡﨑　智邦 平23. 4. 1調剤 薬局
     大阪市北区茶屋町３番１４号大西常　勤:    3式会社　代表取締役　 新規 現存
     茶屋町ビル１階 (薬       3)秋本　孝幸 平29. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 253241-03462 天二薬局 〒530-0042 06-6358-5401武居　智英子 武居　智英子 平23. 7. 1調剤 薬局
     大阪市北区天満橋１丁目３番２１常　勤:    1 継承 現存
     号タカセビル１Ｆ (薬       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 253341-03488 扇町グローバル薬局 〒530-0026 06-6367-5180有限会社グローバルシ米澤　秀子 平23.12. 1調剤 薬局
     大阪市北区神山町１４番２１号 常　勤:    1ステム　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)川上　哲司 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 253441-03496 セブン薬局　天六店 〒530-0041 06-4792-8997有限会社セブンメディ髙岸　正美 平24. 3. 1調剤 薬局
     大阪市北区天神橋６丁目７番１７常　勤:    1カル　代表取締役　田 新規 現存
     号 (薬       1)中　忠男 平30. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 253541-03504 なの花薬局　梅田芝田〒530-0012 06-6292-4035株式会社共栄ファーマ寺川　知子 平24. 7. 1調剤 薬局
     店 大阪市北区芝田２丁目１番１８号常　勤:    2シー　代表取締役　宇 新規 現存
     西阪急ビル１階 (薬       2)野　光裕 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 253641-03512 クオール薬局梅田店 〒530-0001 06-6346-0152クオール株式会社　代寺西　由紀 平24. 7. 1調剤 薬局
     大阪市北区梅田１丁目２番２号２常　勤:    2表取締役　中村　敬 組織変更 現存
     ００大阪駅前第２ビル２階 (薬       2) 平24. 7. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
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 253741-03520 クオール薬局梅田北店〒530-0001 06-6341-3632クオール株式会社　代水野　湖弓 平24. 7. 1調剤 薬局
     大阪市北区梅田１丁目１２番１７常　勤:    1表取締役　中村　敬 組織変更 現存
     号梅田スクエアビル地下２階 (薬       1) 平24. 7. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 253841-03538 クオール薬局梅田ガー〒530-0001 06-4796-7711クオール株式会社　代安達　有以 平24. 7. 1調剤 薬局
     デン店 大阪市北区梅田３丁目３番４５号常　勤:    1表取締役　中村　敬 組織変更 現存
     マルイト西梅田ビル２階 (薬       1) 平24. 7. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 253941-03546 フタツカ薬局　中津駅〒531-0072 06-6373-2201株式会社　大新堂　代永井　裕美 平24. 8. 1調剤 薬局
     前 大阪市北区豊崎５丁目７番２２号常　勤:    2表取締役　二塚　安子 新規 現存
     清水ビル１階 (薬       2) 平24. 8. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 254041-03561 新なかつ薬局 〒531-0071 06-6373-6026株式会社プチファーマ秋定　辰紀 平24.11. 1調剤 薬局
     大阪市北区中津１丁目２番２１号常　勤:    1シスト　代表取締役　 新規 現存
     明大ビル１階 (薬       1)柳生　美江 平24.11. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 254141-03579 共栄薬局　梅田店 〒530-0017 06-6313-7510株式会社共栄ファーマ井上　貴広 平24.10. 1調剤 薬局
     大阪市北区角田町８番７号阪急百常　勤:    6シー　代表取締役　宇 移転 現存
     貨店Ｂ１ (薬       6)野　光裕 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 254241-03587 マツモト薬局 〒530-0005 06-6232-0788マツモト株式会社　代榊原　侑子 平25. 1.21調剤 薬局
     大阪市北区中之島２丁目３番１８常　勤:    1表取締役　松本　國照 移転 現存
     号中之島フェスティバルタワー１(薬       1) 平25. 1.21
     ２階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 254341-03595 ほんじょう薬局 〒531-0074 06-6376-1539株式会社ほんじょう　草分　孝子 平25. 2. 1調剤 薬局
     大阪市北区本庄東２丁目４番９号常　勤:    1代表取締役　草分　孝 組織変更 現存
     センチュリー本庄１階 (薬       1)子 平25. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 254441-03603 駅クオール薬局　ＪＲ〒530-0001 06-6343-8189クオール株式会社　代松田　佳子 平25. 4. 1調剤 薬局
     大阪店 大阪市北区梅田３丁目１番１号　常　勤:    1表取締役　中村　敬 新規 現存
     ＪＲ大阪駅構内 (薬       1) 平25. 4. 1
     非常勤:   26
     (薬      26)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 254541-03611 サエラ薬局　梅田東店〒530-0016 06-6361-7001株式会社サエラ　代表伊藤　陽子 平25. 4. 1調剤 薬局
     大阪市北区中崎１丁目２番２５号常　勤:    3取締役　小池　由久 新規 現存
     アクシオ梅田東１階 (薬       3) 平25. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 254641-03629 クオール薬局　中之島〒530-0005 06-6233-7789クオール株式会社　代三好　絵里 平25. 4. 1調剤 薬局
     店 大阪市北区中之島２丁目３番１８常　勤:    2表取締役　中村　敬 新規 現存
     号中之島フェスティバルタワー１(薬       2) 平25. 4. 1
     ５階 非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 254741-03637 ココカラファイン薬局〒530-0011 06-6359-2311株式会社ココカラファ東　麻里奈 平25. 5. 1調剤 薬局
     　グランフロント大阪大阪市北区大深町３番１号グラン常　勤:    1インヘルスケア　代表 新規 現存
     店 フロント大阪ショップ＆レストラ(薬       1)取締役　塚本　厚志 平25. 5. 1
     ン北館地下１階 非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 254841-03652 スギ薬局　梅田店 〒530-0012 06-6376-5601株式会社　スギ薬局　山城　慎也 平25. 7. 1調剤 薬局
     大阪市北区芝田１丁目１番２３号常　勤:    2代表取締役　 原　栄 新規 現存
     １階・２階 (薬       2)一 平25. 7. 1
     非常勤:   23
     (薬      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 254941-03660 ほんじょう薬局　長柄〒531-0062 06-6755-4478株式会社　ほんじょう山本　亮 平25. 9. 1調剤 薬局
     店 大阪市北区長柄中２丁目１番４号常　勤:    1　代表取締役　草分　 新規 現存
     (薬       1)孝子 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 255041-03678 天神橋ゆーあい薬局 〒530-0041 06-6232-8450株式会社　ユーアイフ馬淵　愛 平25. 9. 1調剤 薬局
     大阪市北区天神橋４丁目７番２号常　勤:    3ァーマシー　代表取締 新規 現存
     南扇町ビル１Ｆ (薬       3)役　内海　直彦 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 255141-03686 クオール薬局西梅田店〒530-0001 06-6442-9187クオール株式会社　代西田　恵美 平25.11. 1調剤 薬局
     大阪市北区梅田３丁目２番６２号常　勤:    1表取締役　中村　敬 組織変更 現存
     (薬       1) 平25.11. 1
     非常勤:   20
     (薬      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 255241-03702 クオール薬局　堂島店〒530-0003 06-6347-6566クオール株式会社　代坂本　佳菜子 平26. 1. 1調剤 薬局
     大阪市北区堂島２丁目４番２７号常　勤:    3表取締役　中村　敬 組織変更 現存
     新藤田ビル地下１階 (薬       3) 平26. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 255341-03710 美波薬局 〒530-0034 06-6585-0804株式会社葵調剤　代表宮井　尚春 平26. 3. 1調剤 薬局
     大阪市北区錦町３番７号グランフ常　勤:    2取締役　生駒　忠史 新規 現存
     ォースビル１Ｆ (薬       2) 平26. 3. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 255441-03728 かるがも薬局　阪急東〒530-0018 06-6232-8653株式会社メディカルか武部　美保 平26.10. 1調剤 薬局
     梅田店 大阪市北区小松原町３番３号ＯＳ常　勤:    1るがも　代表取締役　 新規 現存
     ビル８Ｆ (薬       1)森　正彦 平26.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 255541-03744 アピス薬局新梅田店 〒531-0076 06-6442-7360株式会社アピスファー横山　恵 平27. 1. 1調剤 薬局
     大阪市北区大淀中３丁目１１番３常　勤:    2マシー　代表取締役　 移転 現存
     ２号ドムール北三番館１階Ｅ号 (薬       2)川越　敏章 平27. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 255641-03751 ラベンダー薬局 〒530-0041 06-6585-0942吉田　幸 吉田　幸 平27. 4. 1調剤 薬局
     大阪市北区天神橋２丁目北１番２常　勤:    1 新規 現存
     １号八千代ビル東館１階 (薬       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 255741-03769 スマイル薬局 〒530-0041 06-4801-7700丸三商事株式会社　代奥田　孝博 平27. 7. 1調剤 薬局
     大阪市北区天神橋６丁目６番１１常　勤:    1表取締役　奥田　孝博 組織変更 現存
     号エレガントビル大阪１０２ (薬       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 255841-03785 さくら薬局　大阪本庄〒531-0073 06-6373-3399クラフト株式会社　代 田　早紀 平27. 9. 1調剤 薬局
     西店 大阪市北区本庄西２丁目５番２０常　勤:    4表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     号 (薬       4) 平27. 9. 1
     非常勤:   20
     (薬      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 255941-03793 キリン堂薬局　ハービ〒530-0001 06-6454-0602株式会社キリン堂　代森下　麻美 平27.10. 1調剤 薬局
     スプラザ店 大阪市北区梅田２丁目５番２５号常　勤:    1表取締役　寺西　豊彦 新規 現存
     梅田阪神第一ビルディング４階 (薬       1) 平27.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 256041-03801 ばんどう薬局 〒530-0037 06-6881-3608坂東　俊完 坂東　俊完 平28. 1. 4調剤 薬局
     大阪市北区松ケ枝町６番３号篠原常　勤:    2 移転 現存
     松ヶ枝ビル　１０１号室 (薬       2) 平28. 1. 4
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 256141-03827 天六調剤薬局 〒531-0064 06-6354-5670株式会社中央 一薬局植谷　未稀 平28.11. 1調剤 薬局
     大阪市北区国分寺二丁目２番３９常　勤:    2　代表取締役　井上　 新規 現存
     号ＥＴＣ天神橋１階 (薬       2)博氏 平28.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 256241-03835 イキイキ薬局 〒530-0046 06-6314-1189株式会社イキイキ　代鶴見　健 平28.12. 1調剤 薬局
     大阪市北区菅原町２番１４号　１常　勤:    1表取締役　石川　大造 新規 現存
     ０３ＢＬＤＧ１階 (薬       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 256341-03843 アダチ薬局 〒530-0023 06-6376-4337足立　妙子 足立　妙子 平28.12.22調剤 薬局
     大阪市北区黒崎町９番８号 常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平28.12.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 256441-03868 阪神薬局 〒530-0001 06-6345-1884株式会社阪神薬局　代中司　眞二 平29. 9. 1調剤 薬局
     大阪市北区梅田１丁目１番３－１常　勤:    1表取締役　浦野　修明 新規 現存
     ００号 (薬       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 256541-03876 なかつ薬局 〒531-0072 06-6375-2281株式会社ケイファーマ中農　貴詞 平29. 9. 1調剤 薬局
     大阪市北区豊崎五丁目１番２号松常　勤:    1　代表取締役　加納　 組織変更 現存
     村ビル１０２号 (薬       1)裕介 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 256641-03884 ファースト・コンタク〒530-0001 06-6485-7113株式会社ジョヴィ　代高坂　直宏 平29.12. 1調剤 薬局
     ト・ファーマシー　桜大阪市北区梅田２丁目１番３号桜常　勤:    5表取締役　髙﨑　信太 新規 現存
     橋薬局 橋御幸ビル１階 (薬       5)郎 平29.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 256741-03892 東梅田薬局 〒530-0051 06-6315-6111株式会社メディカルユ松本　和季 平30. 3. 1調剤 薬局
     大阪市北区太融寺町８番１７号プ常　勤:    3アーズ　代表取締役　 組織変更 現存
     ラザ梅田ビル１階 (薬       3)渡部　正之 平30. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 256841-03918 天六ファーマライズ薬〒530-0021 06-6374-0041株式会社テラ・ヘルス大藤　万寿子 平30. 3. 1調剤 薬局
     局 大阪市北区浮田一丁目３番１６号常　勤:    5プロモーション　代表 組織変更 現存
     ロータリー天神橋１０１号 (薬       5)取締役　赤松　優仁 平30. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 256941-03926 大阪みなみ薬局 〒530-0021 06-6485-5661株式会社テラ・ヘルス足立　暢子 平30. 3. 1調剤 薬局
     大阪市北区浮田一丁目３番１１号常　勤:    2プロモーション　代表 組織変更 現存
     梅田プレミアムコート１階 (薬       2)取締役　赤松　優仁 平30. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 257041-03934 オレンジ薬局　中津店〒531-0072 06-6373-7510株式会社プチファーマ澤田　真由子 平30. 5. 1調剤 薬局
     大阪市北区豊崎三丁目２０番１２常　勤:    1シスト　代表取締役　 移転 現存
     号パールグレイビル１階 (薬       1)柳生　美江 平30. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 257141-03942 のぞみ薬局　梅田店 〒530-0026 06-6361-3017株式会社アビメディカ久保　和仁 平30. 6. 1調剤 薬局
     大阪市北区神山町２－２造園会館常　勤:    1ル　代表取締役　保田 新規 現存
     １階 (薬       1)　裕司 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 257242-00102 中村クギシン薬局 〒567-0882 072-622-2174株式会社中村クギシン中村　ひとみ 昭32.11. 1調剤 薬局
     茨木市元町３番１５号 常　勤:    2薬局　代表取締役　中 新規 現存
     (薬       2)村　新 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 257342-00193 平安堂薬局 〒567-0816 0726-22-3272望月　邦彦 望月　邦彦 昭45. 7. 1調剤 薬局
     茨木市永代町５－１１４ 常　勤:    4 新規 現存
     (薬       4) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 257442-00359 あい薬局 〒567-0007 0726-43-3450古家　千代子 古家　千代子 昭50. 1. 1調剤 薬局
     茨木市南安威２丁目５－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 257542-00466 オカダ薬局 〒567-0048 0726-25-6295岡田　恭子 岡田　恭子 昭53. 7. 1調剤 薬局
     茨木市北春日丘四丁目３番３号コ常　勤:    1 新規 現存
     ーポ松沢１階 (薬       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 257642-00482 あさひ薬局 〒567-0802 072-625-9254有限会社　あさひ薬局寺嶋　弘子 昭53. 8. 1調剤 薬局
     茨木市総持寺駅前町５－１０３日常　勤:    2　代表取締役　寺嶋　 新規 現存
     興総持寺スカイマンション１階 (薬       2)弘子 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 257742-00524 ニチモ前ピタリ薬局 〒567-0891 0726-32-5763田中　秀直 田中　秀直 昭54. 3. 1調剤 薬局
     茨木市水尾３－８－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 257842-00672 中島薬局 〒567-0022 0726-25-5130中島　靖子 中島　靖子 昭58. 5. 1調剤 薬局
     茨木市三島町１番９号 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 257942-00748 三愛薬局 〒567-0844 072-635-4840有限会社　三愛薬局　競　奈尾 昭59.11.21調剤 薬局
     茨木市大同町２－２７ 常　勤:    1代表取締役　競　奈尾 組織変更 現存
     (薬       1) 平29.11.21
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 258042-00896 オーティ薬局 〒567-0824 0726-37-0505株式会社　オーティ　増田　千知 平元. 8. 1調剤 薬局
     茨木市中津町２番４号カシックス常　勤:    4代表取締役　髙橋　敦 新規 現存
     ビル１階 (薬       4)史 平28. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 258142-00920 太陽堂薬局 〒567-0888 0726-22-2002福井　佐智子 福井　佐智子 平元.12.13調剤 薬局
     茨木市駅前二丁目１番２３号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28.12.13
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 258242-00979 ハセベ薬局 〒567-0802 072-627-6763有限会社ハセベ薬局　長谷部　紀美子 平 4. 3. 1調剤 薬局
     茨木市総持寺駅前町６番１３号大常　勤:    2代表取締役　長谷部　 新規 現存
     紅ビル内１階 (薬       2)夏彦 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 258342-01050 ヤマト薬局 〒567-0868 072-634-5943有限会社　ヤマト薬局中村　吉志 平 5. 6.16調剤 薬局
     茨木市沢良宜西一丁目２番１５号常　勤:    6　代表取締役　中西　 組織変更 現存
     タウンハイツ南茨木１０６号 (薬       6)康良 平29. 6.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 258442-01068 阪神調剤薬局 〒567-0046 072-625-5150株式会社阪神調剤薬局元 　典子 平 5. 9. 1調剤 薬局
     茨木市南春日丘七丁目５番１０号常　勤:    2　代表取締役　岩崎　 新規 現存
     第二山本ビル１階 (薬       2)壽毅 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 258542-01142 橋の内フタバ薬局 〒567-0805 072-637-0812石瀬　浩三 後田　光枝 平 6. 3.16調剤 薬局
     茨木市橋の内２－２－２６クボタ常　勤:    1 移転 現存
     コーポ１階 (薬       1) 平30. 3.16
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 258642-01183 シティー薬局 〒567-0829 0726-32-0751武枝　敏之 武枝　真範 平 6. 8.26調剤 薬局
     茨木市双葉町８番１９号景星ビル常　勤:    4 移転 現存
     １階 (薬       4) 平24. 8.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 258742-01241 ヤマト薬局 〒567-0868 0726-37-9147有限会社　ヤマト薬局中西　康良 平 7. 9. 1調剤 薬局
     茨木市沢良宜西一丁目１４番３７常　勤:    2　代表取締役　中西　 新規 現存
     号 (薬       2)康良 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 258842-01316 どんぐり薬局 〒567-0034 072-621-8000有限会社どんぐり　代肥後　有紀子 平 8. 6. 1調剤 薬局
     茨木市中穂積一丁目７番３６号１常　勤:    1表取締役　金澤　洋 新規 現存
     階 (薬       1) 平29. 6. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 258942-01456 とらたに薬局 〒567-0006 0726-40-2886有限会社トラモ　取締北野　利嘉 平10. 8. 1調剤 薬局
     茨木市耳原一丁目１７番２２号プ常　勤:    1役　虎谷　美幸 新規 現存
     ランドール耳原１－Ａ (薬       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 259042-01514 アピス薬局　花園店 〒567-0017 0726-40-3351株式会社アピスファー岩 　明奈 平11. 5. 1調剤 薬局
     茨木市花園二丁目２番２２号 常　勤:    3マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       3)川越　敏章 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 259142-01530 わかほ薬局 〒567-0872 072-631-7270株式会社アイム　代表上田　智也 平11. 7. 1調剤 薬局
     茨木市新中条町１１番２０号 常　勤:    2取締役　佐藤　秀樹 新規 現存
     (薬       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 259242-01548 くるみ薬局 〒567-0886 072-621-3700有限会社くるみ薬局　桐原　伸布子 平11. 8. 1調剤 薬局
     茨木市下中条町４番５号ラ・フレ常　勤:    3取締役　長谷川　美香 新規 現存
     ール１階 (薬       3) 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 259342-01597 茨木マルゼン薬局 〒567-0828 0726-33-0735大谷　光弘 大谷　光弘 平11.11. 1調剤 薬局
     茨木市舟木町５番６号 常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 259442-01647 総持寺シティ薬局 〒567-0801 0726-45-0480有限会社　ハセベ薬局長谷部　綾 平12. 7. 1調剤 薬局
     茨木市総持寺二丁目１番４号 常　勤:    2　取締役　長谷部　夏 新規 現存
     (薬       2)彦 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 259542-01704 まる薬局 〒567-0876 0726-31-0218河上　泰宏 野口　修弘 平12.10. 1調剤 薬局
     茨木市天王二丁目１０番２４号日常　勤:    1 新規 現存
     伸ビル１階 (薬       1) 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 259642-01712 フタバ薬局ハイツ店 〒567-0012 0726-20-2215株式会社　フタバ　代黒田　佳代子 平12.10. 3調剤 薬局
     茨木市東太田一丁目１番１１１号常　勤:    1表取締役　石瀬　和香 移転 現存
     (薬       1)子 平24.10. 3
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 259742-01753 あかね薬局 〒567-0001 0726-41-7800有限会社あかね薬局　中井　康子 平13. 7. 6調剤 薬局
     茨木市安威一丁目１３番１号 常　勤:    2代表取締役　古家　靖 組織変更 現存
     (薬       2)夫 平25. 7. 6
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 259842-01795 完誠堂薬局 〒567-0817 0726-31-5885株式会社完誠堂　代表伊藤　いづみ 平13.10. 1調剤 薬局
     茨木市別院町６番４１号１階 常　勤:    5取締役　 澤　貴之 組織変更 現存
     (薬       5) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 259942-01837 高橋薬局 〒567-0031 0726-31-0112有限会社つばさ　代表飯田　朋子 平14. 4. 1調剤 薬局
     茨木市春日一丁目４番１２号 常　勤:    1取締役　髙橋　達之 新規 現存
     (薬       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 260042-01845 マキノ薬局 〒567-0021 0726-25-6701有限会社マキノ薬局　 野　和子 平14. 2. 7調剤 薬局
     茨木市三島丘ニ丁目８番１７号 常　勤:    2代表取締役　 野　和 組織変更 現存
     (薬       2)子 平26. 2. 7
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 260142-01852 チバ保健薬局 〒567-0861 0726-33-5564千葉　マリー 千葉　剛久 平14. 4. 1調剤 薬局
     茨木市東奈良二丁目１４番３０号常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 260242-01860 阪神調剤薬局　阪大駅〒567-0047 0726-31-1837株式会社阪神調剤薬局山田　るり 平14. 9. 1調剤 薬局
     前店 茨木市美穂ケ丘４５９５番１ 常　勤:    5　代表取締役　岩崎　 新規 現存
     (薬       5)壽毅 平26. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 260342-01878 完誠堂薬局　中条店 〒567-0886 0726-31-2227株式会社完誠堂　代表貞松　美加子 平14.10. 1調剤 薬局
     茨木市下中条町１０番１１号 常　勤:    1取締役　 澤　貴之 新規 現存
     (薬       1) 平26.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 260442-01910 共栄薬局　南茨木店 〒567-0868 072-633-4460株式会社共栄ファーマ久保　勝範 平15. 1. 1調剤 薬局
     茨木市沢良宜西一丁目１番３号南常　勤:    2シー　代表取締役　宇 組織変更 現存
     茨木第２阪急ビル１階 (薬       2)野　光裕 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 260542-01928 なの花薬局　阪大前店〒567-0047 072-631-4630株式会社共栄ファーマ大森　真知子 平15. 1. 1調剤 薬局
     茨木市美穂ケ丘３番６号 常　勤:    5シー　代表取締役　宇 組織変更 現存
     (薬       5)野　光裕 平27. 1. 1
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 260642-01977 茨木さくら薬局 〒567-0884 072-620-6456総合メディカル株式会林　卓志 平15.12. 1調剤 薬局
     茨木市新庄町１３番２５号 常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平27.12. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 260742-01985 セレブ薬局　茨木店 〒567-0851 072-638-2259株式会社厚生　代表取綿引　真奈美 平15.12. 1調剤 薬局
     茨木市真砂一丁目９番２３号メゾ常　勤:    1締役　野村　治美 新規 現存
     ンさかもと１階 (薬       1) 平27.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 260842-01993 つばさ薬局 〒567-0031 072-631-2112有限会社つばさ　代表成田　育代 平15.10.12調剤 薬局
     茨木市春日二丁目１番１２号 常　勤:    1取締役　髙橋　達之 移転 現存
     (薬       1) 平27.10.12
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 260942-02009 完誠堂薬局　永代店 〒567-0816 072-620-1166株式会社完誠堂　代表梅井　洋子 平16. 1. 1調剤 薬局
     茨木市永代町８番１６号　１階１常　勤:    1取締役　 澤　貴之 新規 現存
     ０１号 (薬       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 261042-02017 さくら薬局　北店 〒567-0027 072-631-7211有限会社さくら薬局　木村　陽子 平16. 2. 1調剤 薬局
     茨木市西田中町３番５０号 常　勤:    1代表取締役　佐々木　 新規 現存
     (薬       1)紘道 平28. 2. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 261142-02033 つるまる薬局 〒567-0067 072-641-3289有限会社つるまる　代山道　幸德 平16. 1. 1調剤 薬局
     茨木市西福井三丁目１０番１１号常　勤:    2表取締役　山道　幸德 組織変更 現存
     (薬       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 261242-02041 なかそう薬局 〒567-0803 072-637-2303有限会社マキノ薬局　松尾　茂樹 平16. 4. 1調剤 薬局
     茨木市中総持寺町５番２号 常　勤:    1代表取締役　槙野　和 新規 現存
     (薬       1)子 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 261342-02058 フジ薬局 〒567-0803 072-630-5537有限会社富士漢方薬局北條　洋子 平16. 9. 1調剤 薬局
     茨木市中総持寺町９番１号高尾ビ常　勤:    2　代表取締役　北條　 新規 現存
     ル１階 (薬       2)洋子 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 261442-02066 かえで薬局 〒567-0851 072-630-6770株式会社エムロード　野口　友里 平16.10. 1調剤 薬局
     茨木市真砂一丁目２番３６号 常　勤:    1代表取締役　道下　真 新規 現存
     (薬       1) 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 261542-02074 アピス薬局　春日店 〒567-0031 072-645-1101株式会社アピスファー中西　貴子 平16.11. 1調剤 薬局
     茨木市春日二丁目２番１２号－１常　勤:    3マシー　代表取締役　 新規 現存
     ０２号茨木セントラルビル (薬       3)川越　敏章 平28.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 261642-02090 阪神調剤薬局　茨木店〒567-0059 072-640-3632株式会社　阪神調剤薬畝村　勢智子 平17. 3. 1調剤 薬局
     茨木市清水一丁目３４番３号 常　勤:    3局　代表取締役　岩崎 新規 現存
     (薬       3)　壽毅 平29. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 261742-02116 順心堂茨木薬局 〒567-0829 072-630-0634株式会社　ユウトク　山本　和代 平18. 7. 1調剤 薬局
     茨木市双葉町１０番１号茨木東阪常　勤:    3代表取締役　川勝　信 新規 現存
     急ビル１階 (薬       3)夫 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 261842-02132 とまと薬局 〒567-0805 072-667-7030髙橋　直美 髙橋　直美 平18. 9. 1調剤 薬局
     茨木市橋の内二丁目８番１３号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 261942-02157 アピス薬局　南茨木店〒567-0876 072-645-6601株式会社アピスファー小川　智美 平18.10. 1調剤 薬局
     茨木市天王二丁目６番７号エルデ常　勤:    4マシー　代表取締役　 新規 現存
     ィ南茨木№１１－１階 (薬       4)川越　敏章 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 262042-02199 フタバサニー薬局 〒567-0009 072-649-5139株式会社　フタバ　代石瀬　和香子 平19. 5. 1調剤 薬局
     茨木市山手台三丁目３０番３０号常　勤:    1表取締役　石瀬　和香 移転 現存
     (薬       1)子 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 262142-02207 こころ薬局 〒567-0882 072-622-4816ＳＷＨメディカル株式小柿　正敦 平19. 5. 1調剤 薬局
     茨木市元町１番２３号 常　勤:    2会社　代表取締役　渡 組織変更 現存
     (薬       2)邉　えり子 平25. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 262242-02215 アピス薬局　高田店 〒567-0011 072-627-4058株式会社アピスファー手塚　智香子 平19. 7. 1調剤 薬局
     茨木市高田町１１番１号 常　勤:    9マシー　代表取締役　 移転 現存
     (薬       9)川越　敏章 平25. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 262342-02249 エンゼル薬局 〒567-0887 072-631-2666有限会社つばさ　代表牛之濱　康子 平20. 3. 1調剤 薬局
     茨木市西中条町３番１０２号 常　勤:    1取締役　髙橋　達之 移転 現存
     (薬       1) 平26. 3. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 262442-02264 アピス薬局　茨木店 〒567-0031 072-645-6511株式会社アピスファー池田　智子 平20. 6. 1調剤 薬局
     茨木市春日一丁目１番５号 常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)川越　敏章 平26. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 262542-02272 藤田屋薬局 〒567-0882 0726-22-2025藤田　典子 藤田　典子 平20. 8. 1調剤 薬局
     茨木市元町２番２３号 常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 262642-02298 大阪茨木さくら薬局 〒567-0035 072-631-6866有限会社サンミ　代表中嶋　乃扶子 平20. 8. 1調剤 薬局
     茨木市見付山二丁目１番５号 常　勤:    3取締役　北村　泰亨 組織変更 現存
     (薬       3) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 262742-02314 スギ薬局　総持寺店 〒567-0802 072-631-3170株式会社スギ薬局　代髙見　紗奈江 平20. 9. 1調剤 薬局
     茨木市総持寺駅前町５番３１号 常　勤:    1表取締役　 原　栄一 組織変更 現存
     (薬       1) 平26. 9. 1
     非常勤:   27
     (薬      27)
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 262842-02322 スギ薬局　鮎川店 〒567-0831 072-630-6015株式会社スギ薬局　代久野　七美 平20. 9. 1調剤 薬局
     茨木市鮎川四丁目１番１０号 常　勤:    1表取締役　 原　栄一 組織変更 現存
     (薬       1) 平26. 9. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 262942-02355 いぐち薬局 〒567-0882 072-621-6460井口　陽一郎 大津　誠子 平21. 7. 1調剤 薬局
     茨木市元町２番１３号　プランド常　勤:    1 組織変更 現存
     ール松本ビル１階 (薬       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 263042-02363 スギ薬局　茨木水尾店〒567-0891 072-636-8166株式会社スギ薬局　代大塚　加奈子 平21.10. 1調剤 薬局
     茨木市水尾一丁目１６番７号 常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平27.10. 1
     非常勤:   18
     (薬      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 263142-02389 オレンジ薬局　茨木店〒567-0831 072-635-3333株式会社プチファーマ川俣　孝次 平21.12. 1調剤 薬局
     茨木市鮎川三丁目９番３０号 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:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 263242-02397 メティス下穂積薬局 〒567-0041 072-626-9012株式会社メティスファ勢力　勝昌 平21.12. 1調剤 薬局
     茨木市下穂積一丁目３番１０３号常　勤:    1ーマ　代表取締役　勢 組織変更 現存
     (薬       1)力　勝昌 平27.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 263342-02405 アピス薬局　中穂積店〒567-0034 072-645-2171株式会社アピスファー岸　恵 平22. 1. 1調剤 薬局
     茨木市中穂積一丁目２番５１号シ常　勤:    4マシー　代表取締役　 組織変更 現存
     ャトー春日第三ビル１０４号 (薬       4)川越　敏章 平28. 1. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 263442-02413 有限会社オリーブ　オ〒567-0828 072-638-0809有限会社オリーブ　代谷本　多三夫 平22. 2. 1調剤 薬局
     リーブ薬局 茨木市舟木町５番２０号アリスコ常　勤:    1表取締役　谷本　多三 移転 現存
     ート舟木町１Ｆ (薬       1)夫 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 263542-02421 スター薬局 〒567-0032 072-645-5454スター薬局株式会社　八谷　桐子 平22. 2.18調剤 薬局
     茨木市西駅前町５番３０号佐々木常　勤:    2代表取締役　林　賢濱 組織変更 現存
     ビル１階 (薬       2) 平28. 2.18
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 263642-02439 つの國薬局 〒567-0829 072-635-7277株式会社　ざいでん　小澤　祐一 平22. 5. 1調剤 薬局
     茨木市双葉町４番２５号Ｋｅｎ’常　勤:    2代表取締役　在田　成 新規 現存
     ｓＨｏｕｓｅ１０２号 (薬       2)利 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 263742-02462 なの花薬局　茨木駅前〒567-0828 072-636-8060株式会社　共栄ファー岡本　勇一 平22. 8. 1調剤 薬局
     店 茨木市舟木町２番７号１Ｂ 常　勤:    3マシー　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       3)宇野　光裕 平28. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 263842-02470 つばさ薬局　下穂積店〒567-0041 072-631-2112有限会社　つばさ　代天岡　仁美 平22. 9. 1調剤 薬局
     茨木市下穂積二丁目９番１４号 常　勤:    1表取締役　髙橋　達之 新規 現存
     (薬       1) 平28. 9. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 263942-02496 ドレミ薬局 〒567-0868 072-634-2811有限会社　ヤマト薬局中西　由里 平22. 8.29調剤 薬局
     茨木市沢良宜西一丁目４番１２号常　勤:    5　代表取締役　中西　 移転 現存
     パロス沢良宜１０１－Ａ号室 (薬       5)康良 平28. 8.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 264042-02504 スズラン薬局 〒567-0888 072-627-2007株式会社Ｋファーマシ尾﨑　博昭 平22.12. 1調剤 薬局
     茨木市駅前一丁目６番２７号ＦＬ常　勤:    1ー　代表取締役　尾﨑 新規 現存
     ＡＴＳ．Ｍ．Ｐ１０２号室 (薬       1)　元昭 平28.12. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 264142-02512 みどり薬局 〒567-0885 072-645-5544株式会社オルファ　代桑野　章子 平23. 1. 1調剤 薬局
     茨木市東中条町１－５　西川ビル常　勤:    1表取締役　大塚　吉史 新規 現存
     １０２　 (薬       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 264242-02520 三愛薬局　舟木店 〒567-0828 072-635-1151有限会社　三愛薬局　森　陽子 平23. 1. 1調剤 薬局
     茨木市舟木町１番２２号 常　勤:    2代表取締役　競　奈尾 移転 現存
     (薬       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 264342-02546 イオン薬局　茨木店 〒567-0033 072-645-3353イオンリテール株式会山岡　恵美 平23. 3. 1調剤 薬局
     茨木市松ケ本町８番３０号３イオ常　勤:   10社　代表取締役　岡崎 組織変更 現存
     ン茨木ショッピングセンター１階(薬      10)　双一 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 264442-02553 ツバサ薬局　阪急茨木〒567-0815 072-624-9090株式会社ウイングメデ西岡　鮎子 平23. 4. 1調剤 薬局
     店 茨木市竹橋町５－２－１階 常　勤:    1ィカル　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       1)影山　健 平29. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 264542-02561 ＯＧＰ薬局　茨木店 〒567-0851 072-638-7221株式会社オージープラ赤坂　宏美 平23. 4. 1調剤 薬局
     茨木市真砂３丁目１２－１９ 常　勤:    3ン　代表取締役　横山 組織変更 現存
     (薬       3)　亮一 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 264642-02579 茨木ライフ薬局 〒567-0895 072-637-6177有限会社ライフシステ吉崎　雅枝 平23. 4. 1調剤 薬局
     茨木市玉櫛２丁目２９－２０サン常　勤:    3ム　代表取締役　藤澤 移転 現存
     ハイム玉櫛１階 (薬       3)　義文 平29. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 264742-02595 スバル薬局 〒567-0885 072-621-1919有限会社スバル薬局　三谷　将大 平23. 5. 1調剤 薬局
     茨木市東中条町３－３４ 常　勤:    4代表取締役　堀　裕 移転 現存
     (薬       4) 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 264842-02611 ひまわり薬局 〒567-0822 072-657-0255株式会社サンファルマ酒井　茂 平23. 8. 1調剤 薬局
     茨木市中村町１５－２明香ビル１常　勤:    3　代表取締役　弟子丸 組織変更 現存
     階 (薬       3)　安宣 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 264942-02629 ピーチ薬局 〒567-0891 072-635-0278株式会社エーエム・サ行正　美智子 平23. 9. 1調剤 薬局
     茨木市水尾３丁目１６－２８ 常　勤:    1ポート　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       1)上能　聖子 平29. 9. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
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 265042-02645 日本調剤　阪大前薬局〒567-0047 072-621-9635日本調剤株式会社　代渡邊　宣章 平24. 3. 1調剤 薬局
     茨木市美穂ケ丘３－８ 常　勤:    7表取締役　三津原　博 組織変更 現存
     (薬       7) 平30. 3. 1
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 265142-02660 くるみ薬局　デュオ 〒567-0883 072-648-5517有限会社くるみ薬局　鍋谷　綾子 平24. 9. 1調剤 薬局
     茨木市大手町１－１６ 常　勤:    3取締役　長谷川　美香 新規 現存
     (薬       3) 平24. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 265242-02686 つばさ薬局　鮎川店 〒567-0834 072-646-5007有限会社つばさ　代表小谷　小夜香 平24.12. 1調剤 薬局
     茨木市学園南町１４－２２ 常　勤:    2取締役　髙橋　達之 新規 現存
     (薬       2) 平24.12. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 265342-02710 きららみらい薬局 〒567-0034 072-627-1912株式会社Ｊ．みらいメ井上　朋子 平25. 7.16調剤 薬局
     茨木市中穂積３丁目１－２５サン常　勤:    4ディカル　代表取締役 移転 現存
     ハイム東１階 (薬       4)　串田　ゆか 平25. 7.16
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 265442-02736 茨木あおぞら薬局 〒567-0028 072-645-1122グリーンファーマシー吉岡　篤 平25.10. 1調剤 薬局
     茨木市畑田町１１－２８ 常　勤:    3株式会社　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       3)　古川　健一郎 平25.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 265542-02769 スギ薬局　茨木駅前通〒567-0888 072-665-5231株式会社スギ薬局　代壺井　晃 平26. 1. 1調剤 薬局
     り店 茨木市駅前４丁目２番２８号 常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平26. 1. 1
     非常勤:   35
     (薬      35)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 265642-02777 ウイング薬局 〒567-0031 072-665-8006有限会社つばさ　代表馬渡　典子 平26. 2. 1調剤 薬局
     茨木市春日１丁目８番２８号ホワ常　勤:    1取締役　髙橋　達之 新規 現存
     イトハイツ春日１０２号 (薬       1) 平26. 2. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 265742-02793 三愛薬局　星見店 〒567-0843 072-657-8377有限会社三愛薬局　代河野　早苗 平26. 5. 1調剤 薬局
     茨木市星見町１８番２７号井上マ常　勤:    1表取締役　競　奈尾 新規 現存
     ンション１階 (薬       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 265842-02801 きよたに薬局 〒568-0097 072-648-1515きよたに株式会社　代實　豊美 平26. 6. 1調剤 薬局
     茨木市泉原８７４－２ 常　勤:    1表取締役　西川　圭子 組織変更 現存
     (薬       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 265942-02835 見付山どんぐり薬局 〒567-0035 072-646-6482有限会社どんぐり　代竹中　惠美子 平27. 3. 1調剤 薬局
     茨木市見付山１丁目４－５ 常　勤:    1表取締役　金澤　洋 新規 現存
     (薬       1) 平27. 3. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 266042-02843 光薬局 〒567-0888 072-622-2263有限会社光薬局　代表阪本　惠子 平27. 4. 2調剤 薬局
     茨木市駅前３丁目６－１ 常　勤:    1取締役　阪本　惠子 移転 現存
     (薬       1) 平27. 4. 2
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 266142-02850 アピス薬局　茨木中央〒567-0032 072-622-3741株式会社アピスファー澤崎　貴代美 平27. 5. 7調剤 薬局
     店 茨木市西駅前町１３－２５ 常　勤:    3マシー　代表取締役　 移転 現存
     (薬       3)川越　敏章 平27. 5. 7
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 266242-02868 カメイ調剤薬局　茨木〒567-0063 072-643-1161カメイ株式会社　代表藤吉　宏崇 平27. 7. 1調剤 薬局
     中河原店 茨木市中河原町１１番３９号 常　勤:    2取締役　亀井　文行 新規 現存
     (薬       2) 平27. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 266342-02876 ハザマ薬局 〒567-0085 072-640-5670ファルメディコ株式会有本　貴子 平27. 7. 1調剤 薬局
     茨木市彩都あさぎ３丁目１－１３常　勤:    6社　代表取締役　狭間 新規 現存
     (薬       6)　研至 平27. 7. 1
     非常勤:   20
     (薬      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 266442-02892 つばさ薬局　大池店 〒567-0826 072-652-2112有限会社つばさ　代表内田　文隆 平27.11. 1調剤 薬局
     茨木市大池２丁目１３－２３ 常　勤:    1取締役　髙橋　達之 新規 現存
     (薬       1) 平27.11. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 266542-02926 アイン薬局　総持寺店〒567-0802 072-646-5525株式会社アインファー上田　直実 平28. 1. 1調剤 薬局
     茨木市総持寺駅前町２－７ 常　勤:    2マシーズ　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　大石　美也 平28. 1. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 266642-02934 北摂調剤茨木別院町南〒567-0884 072-631-8022北摂調剤株式会社　代杉山　章代 平28. 1. 1調剤 薬局
     薬局 茨木市新庄町２－１８ 常　勤:    1表取締役　長岡　弘 組織変更 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 266742-02942 北摂調剤茨木大池薬局〒567-0826 072-657-2220北摂調剤株式会社　代重松　理子 平28. 1. 1調剤 薬局
     茨木市大池２丁目２８－１７ 常　勤:    1表取締役　長岡　弘 組織変更 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 266842-02959 ハセベ薬局 〒567-0891 072-634-0459株式会社ハセベ薬局　山本　明子 平28. 1. 1調剤 薬局
     茨木市水尾１丁目１７－２ 常　勤:    2代表取締役　田中　浩 組織変更 現存
     (薬       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 266942-02967 アクア薬局 〒567-0031 072-657-9111株式会社ＧＩＦＴＥＤ加藤　信幸 平28. 1. 1調剤 薬局
     茨木市春日１丁目４－１０グラン常　勤:    5　代表取締役　加藤　 移転 現存
     長久茨木１０３ (薬       5)信幸 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 267042-02975 スギ薬局　茨木西店 〒567-0032 072-648-7747株式会社スギ薬局　代柘植　由佳 平28. 3. 1調剤 薬局
     茨木市西駅前町７メゾン茨木西駅常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     前１階 (薬       1) 平28. 3. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 267142-02983 ＩＭＣいばらき薬局 〒567-0873 072-665-8581株式会社アイ・エム・谷　英治 平28. 7. 1調剤 薬局
     茨木市小川町８番２２号　ＮＯＭ常　勤:    1シー　代表取締役　宮 新規 現存
     ＵＲＡ１Ａ (薬       1)本　桂次 平28. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 267242-03007 スギ薬局　茨木上穂積〒567-0036 072-646-8615株式会社スギ薬局　代杉田　浩一 平29. 3. 1調剤 薬局
     店 茨木市上穂積二丁目１番４４号 常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平29. 3. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 267342-03015 ひまわり薬局茨木駅前〒567-0829 072-632-1885一照株式会社　代表取田部井　直樹 平29. 5. 1調剤 薬局
     店 茨木市双葉町９－２０　コスモア常　勤:    7締役　安藤　清光 新規 現存
     ネックスビル１Ｆ (薬       7) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 267442-03023 桜茨木薬局 〒567-0829 072-697-9355桜株式会社　代表取締廣田　和哉 平29. 6. 1調剤 薬局
     茨木市双葉町６－１０ 常　勤:    1役　宮本　潤子 新規 現存
     (薬       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 267542-03031 イオン薬局　イオンス〒567-0824 072-637-9635イオンリテール株式会本 　修 平29. 5.12調剤 薬局
     タイル新茨木 茨木市中津町１８－１ 常　勤:    5社　代表取締役　岡崎 移転 現存
     (薬       5)　双一 平29. 5.12
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 267642-03049 さつき薬局 〒567-0861 072-632-8558株式会社日星　代表取千葉　泰弘 平29. 7. 2調剤 薬局
     茨木市東奈良３丁目１６－３５ 常　勤:    4締役　山中　治 移転 現存
     (薬       4) 平29. 7. 2
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 267742-03056 アイン薬局　茨木店 〒567-0035 072-623-8072株式会社アインファー西村　めぐみ 平29. 7. 3調剤 薬局
     茨木市見付山１丁目９－２５見付常　勤:    3マシーズ　代表取締役 移転 現存
     山ハイツ１０１号室 (薬       3)　大石　美也 平29. 7. 3
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 267842-03064 撫子茨木薬局　東中条〒567-0885 072-665-8989セルクルファルマ株式川田　浩平 平29. 8. 1調剤 薬局
     店 茨木市東中条町１１番３３号オー常　勤:    1会社　代表取締役　川 組織変更 現存
     クヴィラ１号１階 (薬       1)田　浩平 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 267942-03072 サン薬局 〒567-0006 072-697-8290長岡　洋子 長岡　洋子 平29.10. 1調剤 薬局
     茨木市耳原２丁目１－８ 常　勤:    1 移転 現存
     (薬       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 268042-03080 くるみ薬局　フェンテ〒567-0828 072-652-5600有限会社くるみ薬局　 屋　純香 平29.12. 1調剤 薬局
     茨木市舟木町２番１号 常　勤:    2取締役　長谷川　美香 新規 現存
     (薬       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 268142-03098 みんなの薬局　茨木宮〒567-0853 072-667-3789株式会社Ｍａｒｃｈｅ荒木　麻里子 平29.12. 1調剤 薬局
     島店 茨木市宮島一丁目１－１大阪府中常　勤:    1　ｄｅｓ　ｍｅｄｉｃ 組織変更 現存
     央卸売市場内 (薬       1)ａｍｅｎｔｓ　代表取 平29.12. 1
     締役　竹内　彬雄
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 268242-03106 サエラ薬局 〒567-0832 072-636-9366株式会社サエラ薬局　白井　亜希 平30. 1. 1調剤 薬局
     茨木市白川一丁目３番１８号 常　勤:    4代表取締役　小池　由 組織変更 現存
     (薬       4)久 平30. 1. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 268342-03114 サエラ薬局　阪急茨木〒567-0824 072-630-1702株式会社サエラ薬局　森本　学 平30. 1. 1調剤 薬局
     店 茨木市中津町１８－２３プラザタ常　勤:    1代表取締役　小池　由 組織変更 現存
     ツミビル２階 (薬       1)久 平30. 1. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 268442-03122 メイプル薬局　茨木店〒567-0823 072-635-0858有限会社メディカル・上野　正治 平30. 4. 1調剤 薬局
     茨木市寺田町１１番６号 常　勤:    2ジャパン　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　亀田　雅子 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 268542-03130 メープル調剤薬局 〒567-0851 072-697-8828株式会社アイメディク柏迫　敬介 平30. 4. 1調剤 薬局
     茨木市真砂２丁目７番１４号 常　勤:    1ス　代表取締役　豊田 新規 現存
     (薬       1)　悦子 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 268642-03148 日本調剤　茨木薬局 〒567-0817 072-645-7278日本調剤株式会社　代井上　純一 平30. 3. 1調剤 薬局
     茨木市別院町５番７号 常　勤:    5表取締役　三津原　博 組織変更 現存
     (薬       5) 平30. 3. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 268742-03155 日本調剤　茨木駅前薬〒567-0816 072-631-4812日本調剤株式会社　代白鳥　倫代 平30. 3. 1調剤 薬局
     局 茨木市永代町７番１０号川崎ビル常　勤:    6表取締役　三津原　博 組織変更 現存
     １階 (薬       6) 平30. 3. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 268842-03163 かるがも薬局　茨木店〒567-0829 072-636-5659株式会社メディカルか亀井　里子 平30. 4. 1調剤 薬局
     茨木市双葉町９番１７号 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:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 268943-00506 天野薬局 〒556-0011 06-6633-8491天野　稔 天野　稔 昭55. 9. 9調剤 薬局
     大阪市浪速区難波中三丁目７番１常　勤:    2 継承 現存
     ４号 (薬       2) 平28. 9. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 269043-00555 セガミ薬局　日本橋店〒556-0006 06-6631-7425株式会社ココカラファ山本　順也 昭58. 1. 1調剤 薬局
     大阪市浪速区日本橋東三丁目８番常　勤:    1イン　ヘルスケア　代 新規 現存
     １３号 (薬       1)表取締役　塚本　厚志 平28. 1. 1
     非常勤:   39
     (薬      39)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 269143-00571 やすらぎ薬局 〒556-0015 06-6647-3878世古　和代 世古　和代 昭59.12. 1調剤 薬局
     大阪市浪速区敷津西二丁目３番１常　勤:    1 新規 現存
     ２号 (薬       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 269243-00589 阪口薬局 〒556-0015 06-6649-0192阪口　幸三 阪口　幸三 昭60.11. 1調剤 薬局
     大阪市浪速区敷津西一丁目１番２常　勤:    3 新規 現存
     ９号－１００ (薬       3) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 269343-00605 あべや薬局 〒556-0024 06-6561-3915安部　力 杉浦　泉 昭61.12. 1調剤 薬局
     大阪市浪速区塩草三丁目４番７号常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 269443-00787 森薬局 〒556-0006 06-6641-2829安部　力 杉浦　丈仁 平10. 1. 1調剤 薬局
     大阪市浪速区日本橋東二丁目１０常　勤:    1 継承 現存
     番１３号 (薬       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 269543-00829 センター薬局 〒556-0026 06-4392-2128有限会社丁子屋　取締駒田　實也 平11. 4. 1調剤 薬局
     大阪市浪速区浪速西二丁目２番１常　勤:    2役　駒田　實也 新規 現存
     ２号 (薬       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 269643-00860 エビス薬局 〒556-0016 06-6631-4351後藤　千賀子 後藤　千賀子 平13. 1. 1調剤 薬局
     大阪市浪速区元町二丁目７番２４常　勤:    1 新規 現存
     号 (薬       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 269743-00936 フタツカ薬局　なんば〒556-0011 06-4397-9100株式会社大新堂　代表佐藤　周一郎 平15.10. 1調剤 薬局
     パークス 大阪市浪速区難波中二丁目１０番常　勤:   14取締役　二塚　安子 新規 現存
     ７０号なんばパークス２階 (薬      14) 平27.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 269843-00944 共栄薬局 〒556-0023 06-6562-1909 岡　利信 岡　春恵 平15. 9.15調剤 薬局
     大阪市浪速区稲荷二丁目３番１８常　勤:    1 移転 現存
     号 (薬       1) 平27. 9.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 269943-00985 常盤漢方薬局 〒556-0015 06-6634-7200常盤漢方株式会社　代松岡　純子 平17. 7. 1調剤 薬局
     大阪市浪速区敷津西二丁目１番地常　勤:    2表取締役　清水　恵子 新規 現存
     ７号 (薬       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 270043-00993 ゆかり薬局 〒556-0005 06-6648-7855有限会社グランセクル平田　朋子 平17. 8. 1調剤 薬局
     大阪市浪速区日本橋五丁目１１番常　勤:    2　代表取締役　圓井　 新規 現存
     １８号 (薬       2)正彦 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 270143-01009 コトブキ薬局 〒556-0005 06-6630-5255有限会社寿　取締役　中富　義人 平17. 8. 1調剤 薬局
     大阪市浪速区日本橋五丁目１１番常　勤:    3坂井　経夫 移転 現存
     １５号１階 (薬       3) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 270243-01017 セガミ薬局　愛染橋店〒556-0005 06-6636-2586株式会社ココカラファ大﨑　安子 平17. 8. 1調剤 薬局
     大阪市浪速区日本橋五丁目１１番常　勤:    1イン　ヘルスケア　代 移転 現存
     １４号 (薬       1)表取締役　塚本　厚志 平29. 8. 1
     非常勤:   46
     (薬      46)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 270343-01041 ヨネダ薬局 〒556-0003 06-6641-0189株式会社ヨネダ　代表米田　ミエ子 平19. 8. 1調剤 薬局
     大阪市浪速区恵美須西一丁目２番常　勤:    1取締役　米田　憲明 組織変更 現存
     ３号 (薬       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 270443-01058 アサヒ薬局 〒556-0005 06-6646-3485株式会社ヨネダ　代表米田　真理子 平19. 8. 1調剤 薬局
     大阪市浪速区日本橋五丁目４番１常　勤:    2取締役　米田　憲明 組織変更 現存
     号 (薬       2) 平25. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 270543-01066 平和薬局 〒556-0006 06-6630-8805株式会社ヨネダ　代表久野　誠 平19. 8. 1調剤 薬局
     大阪市浪速区日本橋東三丁目１０常　勤:    1取締役　米田　憲明 組織変更 現存
     番１４号 (薬       1) 平25. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 270643-01074 ここみ堂薬局 〒556-0022 06-6563-6312株式会社Ｌｏｇｏ　代フロウリィッシュ　典平20. 4. 1調剤 薬局
     大阪市浪速区桜川四丁目１１番１常　勤:    1表取締役　山元　義和恵 新規 現存
     ２号１階 (薬       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 270743-01090 みなみ薬局 〒556-0013 06-4396-7272株式会社プラス　代表坂尾　聡 平20.12. 1調剤 薬局
     大阪市浪速区戎本町一丁目６番２常　勤:    2取締役　坂尾　聡 新規 現存
     １号 (薬       2) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 270843-01116 ローズ薬局　大国店 〒556-0012 06-6646-0700株式会社Ｔ．Ｈ．メデ竹内　史 平21. 4. 1調剤 薬局
     大阪市浪速区敷津東三丁目１１番常　勤:    2ィック　代表取締役　 新規 現存
     １０号 (薬       2)北西　弘佳 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 270943-01140 アピス薬局　難波中店〒556-0011 06-4396-4606株式会社　アピスファ 岡　伸子 平22. 5. 6調剤 薬局
     大阪市浪速区難波中一丁目１３番常　勤:    3ーマシー　代表取締役 移転 現存
     ３号新風ビル１階 (薬       3)　川越　敏章 平28. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 271043-01173 ヨネダ薬局　エビス店〒556-0003 06-6641-0022株式会社ヨネダ　代表松倉　徳尚 平22.10. 1調剤 薬局
     大阪市浪速区恵美須西一丁目４番常　勤:    1取締役　米田　憲明 新規 現存
     ３号アメニティーハイツ１階 (薬       1) 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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 271143-01199 スギ薬局　通天閣店 〒556-0002 06-6630-1511株式会社スギ薬局　代大村　知子 平23.12. 1調剤 薬局
     大阪市浪速区恵美須東二丁目２番常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     １０号スカイコート恵美須１階 (薬       1) 平29.12. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 271243-01207 白菊調剤薬局 〒556-0017 06-6641-6630株式会社リオール　代中里　緑子 平23.12. 1調剤 薬局
     大阪市浪速区湊町１丁目２番３号常　勤:    2表取締役　淡路　英広 新規 現存
     マルイト難波ビル３階 (薬       2) 平29.12. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 271343-01223 青葉堂薬局 〒556-0016 06-6636-5300株式会社青葉堂　代表西浦　則夫 平23.12. 1調剤 薬局
     大阪市浪速区元町２丁目３番１９常　勤:    1取締役　野村　卓三 新規 現存
     号ＴＣＡビル１Ｆ (薬       1) 平29.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 271443-01264 オレンジ薬局　湊町店〒556-0017 06-6630-7744株式会社プチファーマ吉田　浩章 平24. 4. 1調剤 薬局
     大阪市浪速区湊町２丁目１番７号常　勤:    1シスト　代表取締役　 新規 現存
     ルネッサ難波ビル１階 (薬       1)柳生　美江 平30. 4. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 271543-01298 あおぞら薬局　日本橋〒556-0005 06-6633-7501ロングライフメディカ松本　慶子 平25. 3. 1調剤 薬局
     店 大阪市浪速区日本橋５丁目１１番常　勤:    3ル株式会社　代表取締 新規 現存
     １８号１階 (薬       3)役　五反　浩志 平25. 3. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 271643-01348 ナイス薬局　大国町店〒556-0014 06-6634-0713株式会社ナイス　代表福井　あき子 平26.11. 1調剤 薬局
     大阪市浪速区大国１丁目９番７号常　勤:    1取締役　冨田　一幸 新規 現存
     生駒屋ビル１階 (薬       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 271743-01355 南山堂薬局　大国店 〒556-0014 06-6634-0031株式会社南山堂　代表中谷　薫 平26.12. 1調剤 薬局
     大阪市浪速区大国１丁目１１番２常　勤:    2取締役　新庄　正志 新規 現存
     ３号１Ｆ (薬       2) 平26.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 271843-01363 おはな薬局　なにわ店〒556-0014 06-6556-7104大仲　誠 長尾　晶子 平26.12. 1調剤 薬局
     大阪市浪速区大国１丁目９番１１常　勤:    2 新規 現存
     号１Ｆ (薬       2) 平26.12. 1
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 271943-01389 桜川調剤薬局 〒556-0022 06-6568-9955株式会社中央 一薬局仲谷　美香 平27. 1. 1調剤 薬局
     大阪市浪速区桜川２丁目２番３１常　勤:    5　代表取締役　井上　 移転 現存
     号ザクロコーポレーション桜川ビ(薬       5)博氏 平27. 1. 1
     ル１階 非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 272043-01421 アーベインなんば薬局〒556-0017 06-6645-1255有限会社ロイヤル・メ江刺　良容 平28. 2. 1調剤 薬局
     大阪市浪速区湊町２丁目１番３４常　勤:    2ディック　代表取締役 移転 現存
     号アーベインなんば１階 (薬       2)　北西　秀行 平28. 2. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 272143-01439 サポート薬局 〒556-0002 06-6636-6656株式会社Ｍ＆Ｃ　代表漆崎　裕章 平28. 6. 1調剤 薬局
     大阪市浪速区恵美須東三丁目６番常　勤:    5取締役　平田　守 組織変更 現存
     １０号　１Ｆ (薬       5) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 272243-01447 サポート薬局 〒556-0025 06-6567-3399株式会社Ｍ＆Ｃ　代表今西　礼延 平28. 6. 1調剤 薬局
     大阪市浪速区浪速東三丁目９番１常　勤:    5取締役　平田　守 組織変更 現存
     号　１Ｆ (薬       5) 平28. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 272343-01454 あすか薬局 〒556-0002 06-6643-9127エース・クリエイト株梶谷　親祥 平29. 3. 1調剤 薬局
     大阪市浪速区恵美須東一丁目７番常　勤:    1式会社　代表取締役　 新規 現存
     １２号　１Ｆ (薬       1)梶谷　親祥 平29. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 272443-01462 村田調剤薬局　大国町〒556-0015 06-4394-7130第一調剤株式会社　代岡本　峰晟 平29. 8. 1調剤 薬局
     店 大阪市浪速区敷津西二丁目２番１常　勤:    5表取締役　村田　正人 組織変更 現存
     ０号　１Ｆ (薬       5) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 272543-01470 村田調剤薬局　なんば〒556-0017 06-6645-4500第一調剤株式会社　代角屋　裕子 平29. 8. 1調剤 薬局
     ＯＣＡＴ店 大阪市浪速区湊町１丁目４番１号常　勤:    7表取締役　村田　正人 組織変更 現存
     ＯＣＡＴビル１Ｆ (薬       7) 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 272643-01488 日本調剤　なんば薬局〒556-0011 06-6645-8801日本調剤株式会社　代滝澤　奨真 平29. 9. 1調剤 薬局
     大阪市浪速区難波中２丁目３番３常　勤:    1表取締役　三津原　博 組織変更 現存
     号森川医療ビル１階 (薬       1) 平29. 9. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 272743-01496 ファミリー薬局　なん〒556-0022 06-6562-1002協栄薬品株式会社　代八島　香苗 平29.10. 1調剤 薬局
     ば店 大阪市浪速区桜川１丁目２番６号常　勤:    1表取締役　割石　佳秀 移転 現存
     ＺｅｎⅡ１０１ (薬       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 272843-01504 ファミリー薬局　大国〒556-0014 06-6556-6114協栄薬品株式会社　代花原　希代子 平30. 2. 1調剤 薬局
     町店 大阪市浪速区大国３丁目８番２７常　勤:    1表取締役　割石　佳秀 新規 現存
     号 (薬       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 272943-01512 オアシス薬局 〒556-0011 06-6575-9631株式会社ディライト　細井　伸一 平30. 3. 1調剤 薬局
     大阪市浪速区難波中２丁目２番１常　勤:    2代表取締役　水野　泰 組織変更 現存
     ２号有馬ビル５階 (薬       2)宏 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 273043-01520 小泉薬局　立葉店 〒556-0020 06-7505-3723株式会社小泉薬局　代小泉　勝也 平30. 4. 1調剤 薬局
     大阪市浪速区立葉１丁目１番７号常　勤:    1表取締役　小泉　賢次 組織変更 現存
     ヘーベル桜川１Ｆ (薬       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 273143-01538 小泉薬局　桜川店 〒556-0022 06-6568-1730株式会社小泉薬局　代水落　昌之 平30. 4. 1調剤 薬局
     大阪市浪速区桜川三丁目６番３号常　勤:    2表取締役　小泉　賢次 組織変更 現存
     ベルシモンズ桜川１Ｆ (薬       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 273243-01546 小泉薬局　日本橋店 〒556-0004 06-6633-0422株式会社小泉薬局　代小泉　賢次 平30. 4. 1調剤 薬局
     大阪市浪速区日本橋西一丁目７番常　勤:    2表取締役　小泉　賢次 組織変更 現存
     ３４号ニュー田辺ビル１Ｆ (薬       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 273343-01553 小泉薬局　元町店 〒556-0016 06-6641-9676株式会社小泉薬局　代小泉　明子 平30. 4. 1調剤 薬局
     大阪市浪速区元町三丁目２番２５常　勤:    1表取締役　小泉　賢次 組織変更 現存
     号 (薬       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 273444-00264 泉原薬局 〒536-0024 06-6961-2914泉原　伸治 泉原　伸治 昭32.10. 1調剤 薬局
     大阪市城東区中浜二丁目１４番１常　勤:    1 現存
     ０号 (薬       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 273544-00751 東洋薬局 〒536-0021 06-6961-1360株式会社東洋薬局　代野入　廉正 昭44. 6. 1調剤 薬局
     大阪市城東区諏訪四丁目３番７号常　勤:    2表取締役　野入　廉正 現存
     (薬       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 273644-00850 ファミリー薬局 〒536-0003 06-6933-3902安居　靖二 安居　靖二 昭45.12. 1調剤 薬局
     大阪市城東区今福南四丁目８番８常　勤:    1 現存
     号 (薬       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 273744-00876 花田薬局 〒536-0023 06-6967-3410花田　蓉子 花田　蓉子 昭50. 1. 1調剤 薬局
     大阪市城東区東中浜九丁目２番２常　勤:    1 現存
     ５－１０２号 (薬       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 273844-00892 カツダ薬局 〒536-0008 06-6939-7121勝田　淳子 勝田　淳子 昭50. 1. 1調剤 薬局
     大阪市城東区関目二丁目７番１２常　勤:    1 現存
     号 (薬       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 273944-01098 ミワ薬局 〒536-0014 06-6961-3729薮内　早苗 薮内　早苗 昭57. 9.14調剤 薬局
     大阪市城東区鴫野西五丁目２番３常　勤:    1 現存
     ３号 (薬       1) 平24. 9.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 274044-01148 シンポ薬局 〒536-0004 06-6939-7753上銘　順子 上銘　順子 昭59. 2.15調剤 薬局
     大阪市城東区今福西一丁目９番２常　勤:    1 現存
     号 (薬       1) 平29. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 274144-01155 野江薬局 〒536-0006 06-6931-1983篠原　豊 篠原　豊 昭59. 7.24調剤 薬局
     大阪市城東区野江四丁目１４番３常　勤:    2 現存
     号 (薬       2) 平29. 7.24
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 274244-01205 ときわ薬局 〒536-0008 06-6931-6244佐渡　章子 佐渡　章子 昭62. 6. 1調剤 薬局
     大阪市城東区関目三丁目１５番３常　勤:    1 現存
     号 (薬       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 274344-01221 中央薬局 〒536-0005 06-6939-2700中央薬業株式会社　代井上　直美 昭63. 5. 2調剤 薬局
     大阪市城東区中央一丁目８番２０常　勤:    4表取締役　三浦　多賀 移転 現存
     号 (薬       4)子 平30. 5. 2
     非常勤:    1
     (薬       1)
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 274444-01254 清水薬局 〒536-0013 06-6961-2661有限会社シミズ　代表関野　裕子 平 3. 7. 1調剤 薬局
     大阪市城東区鴫野東３－１８－２常　勤:    2取締役　関野　裕子 組織変更 現存
     ３ (薬       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 274544-01304 鴫野ファーマシィ薬局〒536-0013 06-6968-9046株式会社ケイ・エム・丹田　香 平 7. 7. 1調剤 薬局
     大阪市城東区鴫野東一丁目１３番常　勤:    4シー　代表取締役　松 新規 現存
     ５号 (薬       4)山　喜範 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 274644-01379 カイセイ薬局 〒536-0023 06-6965-0180株式会社　育星会　代森　宣子 平 9. 3. 1調剤 薬局
     大阪市城東区東中浜一丁目３番７常　勤:    2表取締役　飯田　彰 新規 現存
     号 (薬       2) 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 274744-01387 コトブキ薬局 〒536-0023 06-6963-7110株式会社阪神調剤薬局田中　みゆき 平 9. 4. 1調剤 薬局
     大阪市城東区東中浜一丁目２番２常　勤:    1　代表取締役　岩崎　 新規 現存
     １号 (薬       1)壽毅 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 274844-01395 西薬局　城東店 〒536-0023 06-6965-1193株式会社　西薬局　代池端　千絵 平 9. 7. 1調剤 薬局
     大阪市城東区東中浜一丁目３番６常　勤:    3表取締役　西橋　健至 新規 現存
     号 (薬       3) 平24. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 274944-01429 グリーンファーマシー〒536-0008 06-6935-0808佐々木　実 佐々木　実 平10. 5. 1調剤 薬局
     薬膳薬局 大阪市城東区関目五丁目６番１１常　勤:    1 新規 現存
     号ローレンス宗ハイツ１階 (薬       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 275044-01460 セイコー薬局 〒536-0005 06-6934-8278六車　壽美 川瀬　幸子 平11. 7. 1調剤 薬局
     大阪市城東区中央一丁目８番４号常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 275144-01486 ヘルシー２１スミヨシ〒536-0002 06-6935-3388住 商事株式会社　代中辻　理惠 平12. 5. 1調剤 薬局
     薬局 大阪市城東区今福東一丁目７番５常　勤:    3表取締役　住 　正敏 移転 現存
     号 (薬       3) 平30. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
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 275244-01528 ダルマ薬局 〒536-0008 06-6931-2233 篠原　玲子 平13. 4.25調剤 薬局
     大阪市城東区関目一丁目１４番１常　勤:    2 継承 現存
     ５号 (薬       2) 平25. 4.25
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 275344-01544 フロンティア薬局　古〒536-0001 06-6786-5000株式会社フロンティア村澤　香織 平14. 4. 1調剤 薬局
     市店 大阪市城東区古市一丁目２０番２常　勤:    6　代表取締役　重森　 組織変更 現存
     号 (薬       6)裕之 平26. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 275444-01551 アピス薬局　蒲生店 〒536-0015 06-6935-7900株式会社アピスファー五島　尚子 平14. 6. 1調剤 薬局
     大阪市城東区新喜多二丁目６番２常　勤:    4マシー　代表取締役　 新規 現存
     ２号第２アヴィタシオンＡＲＡＧ(薬       4)川越　敏章 平26. 6. 1
     ＡＮＥ 非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 275544-01619 阪神調剤薬局　緑橋東〒536-0023 06-6167-3600株式会社阪神調剤薬局畑中　ひとみ 平16. 4. 1調剤 薬局
     店 大阪市城東区東中浜二丁目８番２常　勤:    3　代表取締役　岩崎　 新規 現存
     ８号 (薬       3)壽毅 平28. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 275644-01643 ヘルシー２１スミヨシ〒536-0004 06-6786-5050住 商事株式会社　代中島　桜 平16.11. 1調剤 薬局
     薬局 大阪市城東区今福西一丁目３番３常　勤:    1表取締役　住吉　正敏 新規 現存
     号橋本ビル１階 (薬       1) 平28.11. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 275744-01668 アイ薬局　緑橋店 〒536-0023 06-4258-6611有限会社　アサヒファ松本　美枝子 平17. 6. 1調剤 薬局
     大阪市城東区東中浜三丁目３番５常　勤:    1ーマシー　代表取締役 新規 現存
     号 (薬       1)　星元　政治 平29. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 275844-01684 みどり薬局　城東店 〒536-0014 06-6967-2131グリーンファーマシー尾上　寿美 平17.11. 1調剤 薬局
     大阪市城東区鴫野西四丁目１番２常　勤:    2株式会社　代表取締役 新規 現存
     ４号 (薬       2)　古川　健一郎 平29.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 275944-01700 阪神調剤薬局　森之宮〒536-0025 06-6964-1200株式会社阪神調剤薬局髙島　彩香 平18. 4. 1調剤 薬局
     店 大阪市城東区森之宮二丁目４番４常　勤:    2　代表取締役　岩崎　 新規 現存
     号 (薬       2)壽毅 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 276044-01718 シギノ駅前薬局 〒536-0013 06-6963-0300守口興産株式会社　代渡 　一雄 平18. 3. 1調剤 薬局
     大阪市城東区鴫野東二丁目２４番常　勤:    1表取締役　渡邉　一雄 移転 現存
     ２２号 (薬       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 276144-01734 オレンジ薬局 〒536-0002 06-6935-6340有限会社サンライズ・西村　三千子 平18. 5. 1調剤 薬局
     大阪市城東区今福東三丁目１０番常　勤:    5プランニング　代表取 新規 現存
     １８号スギタ今福北ハイツ１階Ｂ(薬       5)締役　末永　晃 平30. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 276244-01742 たけのこ薬局　関目店〒536-0008 06-6180-1584有限会社インフィニテ小林　直生 平18.12. 1調剤 薬局
     大阪市城東区関目六丁目７番２号常　勤:    3ィ　代表取締役　田中 新規 現存
     ＣＩＴＹハイツ関目１０２号 (薬       3)　千尋 平24.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 276344-01767 スカイ薬局 〒536-0014 06-6967-3987株式会社中央薬局　代菅原　喜規 平19. 2. 1調剤 薬局
     大阪市城東区鴫野西五丁目２２番常　勤:    2表取締役　岩崎　賀世 新規 現存
     １０号 (薬       2)子 平25. 2. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 276444-01775 りんご薬局 〒536-0007 06-6934-6480宮澤　幸子 宮澤　幸子 平20. 1. 1調剤 薬局
     大阪市城東区成育四丁目２９番７常　勤:    1 新規 現存
     号エミネンスＮＹ１階 (薬       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 276544-01841 ひまわり薬局　今福店〒536-0004 06-6932-5888有限会社ティーエムエ山本　真理 平20. 9. 1調剤 薬局
     大阪市城東区今福西四丁目６番２常　勤:    3ス　代表取締役　宮部 新規 現存
     ２号今福西ハートビル１階 (薬       3)　弘 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 276644-01858 パルス薬局 〒536-0021 06-6787-7070株式会社グリア　代表井上　美保 平20.10. 1調剤 薬局
     大阪市城東区諏訪一丁目１８番５常　勤:    3取締役　杉木　敦子 新規 現存
     号 (薬       3) 平26.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 276744-01866 スギ薬局　蒲生店 〒536-0004 06-6930-9500株式会社スギ薬局　代亀高　里津子 平20. 9. 1調剤 薬局
     大阪市城東区今福西一丁目９番１常　勤:    1表取締役　 原　栄一 組織変更 現存
     号 (薬       1) 平26. 9. 1
     非常勤:   22
     (薬      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 276844-01916 スギ薬局　城東東中浜〒536-0023 06-6964-1005株式会社スギ薬局　代堀川　貴生 平21. 7. 1調剤 薬局
     店 大阪市城東区東中浜五丁目７番７常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     号 (薬       1) 平27. 7. 1
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 276944-01924 はなまる薬局 〒536-0001 06-6180-3335株式会社ケイ・エム・石津　雅司 平21.11. 1調剤 薬局
     大阪市城東区古市三丁目２４番１常　勤:    1シー　代表取締役　松 新規 現存
     号 (薬       1)山　喜範 平27.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 277044-01932 さくら薬局　大阪鴫野〒536-0014 06-6964-7714クラフト株式会社　代井筒　千絵 平22. 4. 1調剤 薬局
     西店 大阪市城東区鴫野西四丁目１０番常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     １４号ショッピングフロアーステ(薬       2) 平28. 4. 1
     ップ１階 非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 277144-01940 ライラ薬局 〒536-0016 06-6930-2235株式会社ケイ・エム・野﨑　仁 平22. 7. 1調剤 薬局
     大阪市城東区蒲生２－８－８ 常　勤:    2シー　代表取締役　松 新規 現存
     (薬       2)山　喜範 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 277244-01957 パイン薬局 〒536-0008 06-6936-3510一照株式会社　代表取田中　秀典 平22. 8. 1調剤 薬局
     大阪市城東区関目五丁目１６番２常　勤:    4締役　安藤　清光 移転 現存
     ６号 (薬       4) 平28. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 277344-01981 アップルプラス薬局 〒536-0004 06-6967-9915有限会社　ハーベスト湯澤　真由美 平22.10. 1調剤 薬局
     大阪市城東区今福西二丁目６番６常　勤:    1　代表取締役　吉井　 新規 現存
     号グランピア今福　１０４ (薬       1)信幸 平28.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 277444-02005 さくら薬局　大阪蒲生〒536-0016 06-6930-1217クラフト株式会社　代濱口　有輝子 平22. 9. 1調剤 薬局
     店 大阪市城東区蒲生三丁目１５番４常　勤:    1表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     号 (薬       1) 平28. 9. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 277544-02013 中浜パール薬局 〒536-0024 06-6968-1133株式会社マーメイド　吉田　公彰 平22.11. 1調剤 薬局
     大阪市城東区中浜一丁目２１番１常　勤:    1代表取締役　松山　喜 新規 現存
     ２号アーバンエクセレンス緑橋１(薬       1)範 平28.11. 1
     階 非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 277644-02021 スギ薬局　関目店 〒536-0007 06-4255-8201株式会社スギ薬局　代古田　光司 平23. 5. 1調剤 薬局
     大阪市城東区成育２丁目１４番８常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     号 (薬       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 277744-02054 パール薬局　蒲生店 〒536-0005 06-6786-5517株式会社ピース・メデ加藤　正和 平23.10. 1調剤 薬局
     大阪市城東区中央１丁目９番３３常　勤:    7ィカル　代表取締役　 新規 現存
     号泉秀園城東ビル２階 (薬       7)寶上　一仁 平29.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 277844-02070 関目薬局 〒536-0008 06-6923-8580株式会社葵調剤　代表那須　佳代子 平23.11. 1調剤 薬局
     大阪市城東区関目２丁目１２－３常　勤:    1取締役　生駒　忠史 新規 現存
     １ (薬       1) 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 277944-02096 クオール薬局　関目高〒536-0007 06-6180-0581クオール株式会社　代馬場　淑子 平24. 7. 1調剤 薬局
     殿店 大阪市城東区成育５丁目２３番９常　勤:    1表取締役　中村　敬 組織変更 現存
     号関目タウンビル１階 (薬       1) 平24. 7. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 278044-02104 クオール薬局　野江駅〒536-0007 06-6930-6900クオール株式会社　代山下　和子 平24. 7. 1調剤 薬局
     前店 大阪市城東区成育２丁目１１番２常　勤:    1表取締役　中村　敬 組織変更 現存
     号フローラルステージ成育１階 (薬       1) 平24. 7. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 278144-02112 コスモファーマ薬局　〒536-0013 06-4258-7002株式会社コスモファー上脇　雅夫 平24. 9. 1調剤 薬局
     鴫野店 大阪市城東区鴫野東３丁目５番３常　勤:    1マ大阪　代表取締役　 新規 現存
     ０号 (薬       1)藤田　愛里 平24. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 278244-02120 コスモファーマ薬局　〒536-0005 06-4255-7670株式会社コスモファー林　真太郎 平24.10. 1調剤 薬局
     蒲生店 大阪市城東区中央１丁目２番２３常　勤:    2マ大阪　代表取締役　 新規 現存
     号京橋ハイツビルディング１階 (薬       2)藤田　愛里 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 278344-02138 順心堂城東薬局 〒536-0005 06-6180-0578株式会社　ユウトク　上村　千夏 平24.10. 1調剤 薬局
     大阪市城東区中央２丁目１２番１常　勤:    2代表取締役　川勝　信 新規 現存
     １号 (薬       2)夫 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 278444-02146 アップルプラス薬局 〒536-0021 06-6965-8186有限会社アップルプラ南原　知美 平24.10. 1調剤 薬局
     大阪市城東区諏訪４丁目１０番１常　勤:    1ス　代表取締役　吉井 組織変更 現存
     ０号 (薬       1)　信幸 平24.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 278544-02153 アソシア調剤薬局 〒536-0021 06-6955-9206株式会社Ｔ．Ｈ．メデ谷　明美 平24.11. 1調剤 薬局
     大阪市城東区諏訪１丁目３番３１常　勤:    1ィック　代表取締役　 新規 現存
     号 (薬       1)北西　弘佳 平24.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 278644-02161 ハザマ薬局 〒536-0025 06-6963-5271ファルメディコ株式会大津　裕美 平25. 9. 1調剤 薬局
     大阪市城東区森之宮１丁目５番１常　勤:    5社　代表取締役　狹間 新規 現存
     ０５号 (薬       5)　研至 平25. 9. 1
     非常勤:   18
     (薬      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 278744-02179 フタバ薬局　放出店 〒536-0011 06-6167-7627株式会社フタバ　代表杉浦　和子 平25.10. 1調剤 薬局
     大阪市城東区放出西３丁目１番４常　勤:    2取締役　石瀬　和香子 新規 現存
     号 (薬       2) 平25.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 278844-02195 あおぞら薬局 〒536-0014 06-4258-3399グリーンファーマシー杉本　三千代 平25.10. 1調剤 薬局
     大阪市城東区鴫野西５丁目１３番常　勤:    3株式会社　代表取締役 組織変更 現存
     １号 (薬       3)　古川　健一郎 平25.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 278944-02203 ななみ薬局 〒536-0013 06-6961-8077有限会社サンライズ・土田　稔之 平25.12. 1調剤 薬局
     大阪市城東区鴫野東２丁目１２番常　勤:    3プランニング　代表取 新規 現存
     １６号 (薬       3)締役　末永　晃 平25.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 279044-02211 永田４９７６薬局 〒536-0022 06-6965-4976池田　恵里子 池田　恵里子 平25.12. 5調剤 薬局
     大阪市城東区永田４丁目１０番９常　勤:    1 新規 現存
     号シャルマン藤田Ⅱ１階Ａ室 (薬       1) 平25.12. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 279144-02245 こころ薬局　緑橋店 〒536-0023 06-6967-0306株式会社愛都夢　代表 田　隆博 平26. 1. 1調剤 薬局
     大阪市城東区東中浜３丁目４番２常　勤:    1取締役　 田　隆博 組織変更 現存
     号１Ｆ (薬       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 279244-02252 のぞみ薬局　フレンド〒536-0022 06-6923-9500株式会社アビメディカ伊賀　絵里奈 平26. 5. 1調剤 薬局
     タウン深江橋店 大阪市城東区永田３丁目２番６号常　勤:    1ル　代表取締役　保田 新規 現存
     ２０９ (薬       1)　裕司 平26. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 279344-02260 グリーン調剤薬局 〒536-0006 06-6930-3091株式会社多田　代表取多田　公巳 平26. 7. 1調剤 薬局
     大阪市城東区野江４丁目１０番２常　勤:    1締役　多田　公巳 組織変更 現存
     ５号 (薬       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 279444-02278 たけのこ薬局　野江店〒536-0006 06-6964-4000有限会社インフィニテ梅田　惠津子 平26.10. 1調剤 薬局
     大阪市城東区野江３丁目２７番２常　勤:    2ィ　代表取締役　田中 新規 現存
     ９号１Ｆ (薬       2)　千尋 平26.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 279544-02286 三共薬局 〒536-0025 06-6180-3637康　和枝 康　和枝 平26.10. 1調剤 薬局
     大阪市城東区森之宮２丁目１番３常　勤:    1 新規 現存
     ０号サンコーポ森ノ宮１Ｆ (薬       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 279644-02294 モリタ薬局 〒536-0004 06-6931-4965森田　紗惠乃 森田　郁子 平26. 9. 1調剤 薬局
     大阪市城東区今福西３丁目８番２常　勤:    2 移転 現存
     ６号１０１ (薬       2) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 279744-02302 のぞみ薬局　鴫野店 〒536-0014 06-6167-4401株式会社Ｙ’ｓメディ松岡　義弘 平27. 6. 1調剤 薬局
     大阪市城東区鴫野西４丁目１番３常　勤:    1カル　代表取締役　保 新規 現存
     ３号１階２号 (薬       1)田　佑馬 平27. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 279844-02310 よこやま薬局 〒536-0004 06-6936-1193株式会社よこやま薬局江浪　正英 平27.12. 1調剤 薬局
     大阪市城東区今福西２丁目１６番常　勤:    1　代表取締役　横山　 組織変更 現存
     １０号 (薬       1)慶子 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 279944-02328 アルプス薬局 〒536-0013 06-6955-8678有限会社ウエル・メデ山門　稔和 平28. 3. 1調剤 薬局
     大阪市城東区鴫野東１丁目３番８常　勤:    1ィック　代表取締役　 新規 現存
     号ハイツ丹洋１階 (薬       1)北西　弘佳 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 280044-02336 サポート薬局 〒536-0021 06-6965-8009株式会社Ｍ＆Ｃ　代表長谷川　万里子 平28. 6. 1調剤 薬局
     大阪市城東区諏訪四丁目１６番２常　勤:    1取締役　平田　守 組織変更 現存
     ８号　１階 (薬       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 280144-02344 サポート薬局 〒536-0024 06-6969-9595株式会社Ｍ＆Ｃ　代表田口　雄飛 平28. 6. 1調剤 薬局
     大阪市城東区中浜三丁目２４番７常　勤:    6取締役　平田　守 組織変更 現存
     号Ｍ＆Ｃビル１階 (薬       6) 平28. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 280244-02351 ミント薬局 〒536-0024 06-7505-1517田中　伸拓 田中　伸拓 平28. 7. 1調剤 薬局
     大阪市城東区中浜二丁目１８番７常　勤:    1 継承 現存
     号　１階 (薬       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 280344-02369 くるみ薬局 〒536-0004 06-6786-0330ベガファーマ株式会社秋本　美弥子 平28.12. 1調剤 薬局
     大阪市城東区今福西三丁目７番２常　勤:    4　代表取締役　久野　 新規 現存
     ８号富士谷ＢＬＤ１Ｆ (薬       4)泰弘 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 280444-02377 調剤薬局ツルハドラッ〒536-0005 06-6786-2680株式会社ツルハ　代表渋谷　昌弘 平29. 3. 1調剤 薬局
     グ蒲生四丁目駅前店 大阪市城東区中央一丁目１３番１常　勤:    1取締役社長　鶴羽　順 新規 現存
     ８号　１階 (薬       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 280544-02385 わかば薬局 〒536-0008 06-6939-2404株式会社メディコンフ金山　英子 平29. 3. 1調剤 薬局
     大阪市城東区関目一丁目１８番１常　勤:    2ィア　代表取締役　山 組織変更 現存
     ２号　１階 (薬       2)村　幸久 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 280644-02393 どりーむ薬局 〒536-0013 06-4258-8020有限会社ドリーム　代 川　衛 平29. 4. 1調剤 薬局
     大阪市城東区鴫野東三丁目３番２常　勤:    2表取締役　福地　茂 新規 現存
     ３号 (薬       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 280744-02401 さわやか薬局 〒536-0016 06-6930-8341一般社団法人ファーマ松本　直生 平29. 4. 1調剤 薬局
     大阪市城東区蒲生３丁目１５番１常　勤:    2メイトにじ・おおさか 組織変更 現存
     １号セザンヌ藤１Ｆ (薬       2)　理事長　松本　直生 平29. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 280844-02419 つばさ薬局 〒536-0007 06-6935-8348一般社団法人ファーマ重久　里恵 平29. 4. 1調剤 薬局
     大阪市城東区成育四丁目１９番１常　勤:    2メイトにじ・おおさか 組織変更 現存
     ６号リーデンス関目１階 (薬       2)　理事長　松本　直生 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 280944-02427 鈴木薬局 〒536-0005 06-6931-2725ハクセン化学工業株式鈴木　康友 平29. 5. 1調剤 薬局
     大阪市城東区中央３丁目２番２８常　勤:    1会社　代表取締役　鈴 移転 現存
     号 (薬       1)木　康友 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 281044-02435 そうごう薬局　今福つ〒536-0002 06-6936-0071総合メディカル株式会笹岡　徹誠 平29. 7. 1調剤 薬局
     るみ店 大阪市城東区今福東１丁目１３番常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     ８号１Ｆ (薬       1)　賢治 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 281144-02443 サエラ薬局　深江橋店〒536-0021 06-6961-4501株式会社サエラファー北垣　万里子 平30. 1. 1調剤 薬局
     大阪市城東区諏訪二丁目５番１４常　勤:    2マシーズ　代表取締役 組織変更 現存
     号 (薬       2)　小池　由久 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 281244-02450 みどり薬局　関目店 〒536-0008 06-6939-8560グリーンファーマシー 村　武士 平30. 3. 1調剤 薬局
     大阪市城東区関目６丁目１５番１常　勤:    1株式会社　代表取締役 新規 現存
     ８号　１階 (薬       1)　古川　健一郎 平30. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 281344-02468 さな薬局 〒536-0002 06-6180-3708小林　直哉 小林　直哉 平30. 6. 1調剤 薬局
     大阪市城東区今福東１丁目１２番常　勤:    1 新規 現存
     ３号ＴＹビル１階１０２号室 (薬       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 281445-00345 神皇漢方薬局 〒598-0007 0724(64)1181北浦　治美 北浦　治美 昭57. 7. 1調剤 薬局
     泉佐野市上町３－１－１ 常　勤:    3 新規 現存
     (薬       3) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 281545-00378 ふくい薬局 〒598-0033 072-465-5001福井　克也 福井　慶子 昭59.11.30調剤 薬局
     泉佐野市南中安松７５８番地 常　勤:    1 移転 現存
     (薬       1) 平29.11.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 281645-00501 日光社薬局 〒598-0057 0724-62-1384清水　和子 清水　敦子 平 9. 9. 1調剤 薬局
     泉佐野市本町２番１９号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 281745-00519 オーティ薬局 〒598-0071 0724-60-036O株式会社　オーティ　堀田　朗広 平 9. 9. 1調剤 薬局
     泉佐野市鶴原９６５－７ 常　勤:    2代表取締役　髙橋　敦 新規 現存
     (薬       2)史 平24. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 281845-00527 アイアイ薬局 〒598-0003 0724-60-0255有限会社おにおん　取下川　勝也 平 9.10. 1調剤 薬局
     泉佐野市俵屋３１５－１ 常　勤:    1締役　中村　和憲 新規 現存
     (薬       1) 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 281945-00535 才新薬局 〒598-0057 0724-62-0141才新　明男 才新　明男 平 9.12. 1調剤 薬局
     泉佐野市本町１－１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 282045-00600 土生薬局 〒598-0043 0724-64-3186有限会社ファインライ松谷　伊宮 平10.10. 1調剤 薬局
     泉佐野市大西一丁目１０番２１号常　勤:    1フ　代表取締役　松谷 新規 現存
     (薬       1)　伊宮 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 282145-00618 ヒカリ薬局 〒598-0043 072-458-0960有限会社　南薬局　代南　尚孝 平11. 9. 1調剤 薬局
     泉佐野市大西一丁目１９７７－５常　勤:    1表取締役　南　愼一 新規 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 282245-00626 ウイング薬局 〒598-0021 072-460-0336有限会社　プラス薬品藤原　五世 平11. 8. 1調剤 薬局
     泉佐野市日根野５９１０番地１５常　勤:    3　代表取締役　小出　 継承 現存
     藤井ビル１階 (薬       3)能久 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 282345-00642 うえまち薬局 〒598-0007 072-458-1138有限会社レーベン　代井谷　二郎 平11.11. 1調剤 薬局
     泉佐野市上町二丁目２番２０号 常　勤:    1表取締役　井谷　二郎 新規 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 282445-00725 メルヘン薬局 〒598-0021 0724-50-0130芦原　福治 川上　恵実 平13. 4. 1調剤 薬局
     泉佐野市日根野７０８９番地アラ常　勤:    1 新規 現存
     モード日根野１階 (薬       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 282545-00741 南薬局 〒598-0034 0724-65-0808有限会社南薬局　代表南　愼一 平14. 3. 4調剤 薬局
     泉佐野市長滝１４５８ 常　勤:    1取締役　南　愼一 移転 現存
     (薬       1) 平26. 3. 4
     非常勤:    1
     (薬       1)
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 282645-00758 エム・エス・２１薬局〒598-0021 0724-50-0410有限会社メディカル・山内　弥生 平14. 6. 1調剤 薬局
     泉佐野市日根野７０３３ 常　勤:    1サポート・ツエンティ 新規 現存
     (薬       1)ーワン　代表取締役　 平26. 6. 1
     非常勤:    6田中　浩一
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 282745-00766 つばさ薬局 〒598-0001 0724-63-7196有限会社プラス薬品　小出　能久 平14. 7. 1調剤 薬局
     泉佐野市上瓦屋１０９３番地１３常　勤:    1代表取締役　小出　能 新規 現存
     (薬       1)久 平26. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 282845-00782 ひよこ薬局 〒598-0004 0724-63-9341有限会社　タカト　代筒井　則孝 平14.11. 1調剤 薬局
     泉佐野市市場南二丁目５０４番９常　勤:    1表取締役　筒井　則孝 新規 現存
     号大阪谷ビル　１階 (薬       1) 平26.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 282945-00824 やよい薬局 〒598-0007 072-487-7841弥生メディカル有限会平田　義仁 平17. 4. 1調剤 薬局
     泉佐野市上町一丁目１１番４６号常　勤:    1社　代表取締役　平田 新規 現存
     (薬       1)　義仁 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 283045-00832 あすか薬局 〒598-0054 072-461-1501エムシーエス　株式会永橋　嘉代子 平17. 3. 1調剤 薬局
     泉佐野市栄町７番２１号 常　勤:    3社　代表取締役　佐藤 組織変更 現存
     (薬       3)　哲 平29. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 283145-00840 ニューロン薬局　泉佐〒598-0007 072-469-5588ニューロンネットワー西　直香 平17. 7. 1調剤 薬局
     野店 泉佐野市上町三丁目７００番 常　勤:    3ク株式会社　代表取締 新規 現存
     (薬       3)役　石田　行司 平29. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 283245-00865 レザン薬局 〒598-0072 027-458-6101芦原　福治 芦原　福治 平17.11. 1調剤 薬局
     泉佐野市泉ケ丘三丁目１番４６号常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 283345-00881 水晶薬局 〒598-0007 072-462-7728有限会社水晶薬局　代池知　明美 平18.11. 1調剤 薬局
     泉佐野市上町三丁目９番３１号 常　勤:    1表取締役　池知　明美 移転 現存
     (薬       1) 平24.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 283445-00899 和み薬局 〒598-0011 072-487-0011株式会社和コーポレー三宅　友佳 平19. 2. 1調剤 薬局
     泉佐野市高松北一丁目６番９号 常　勤:    4ション　代表取締役　 新規 現存
     (薬       4)大谷　和奈 平25. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 283545-00915 メディー薬局 〒598-0021 072-493-8900株式会社ヤタヤ薬局　桂　朋広 平19. 5. 1調剤 薬局
     泉佐野市日根野７２０１番地の２常　勤:    3代表取締役　大島　浩 新規 現存
     (薬       3)一郎 平25. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 283645-00931 さのケンコー薬局 〒598-0021 072-450-3901有限会社ケンコー薬局新出　敏次 平19.12. 1調剤 薬局
     泉佐野市日根野７２３２ 常　勤:    1　代表取締役　堺　敏 新規 現存
     (薬       1)彦 平25.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 283745-00964 りんくうタウン薬局 〒598-0048 072-460-2277有限会社りんくうタウ山岡　学 平20. 6. 1調剤 薬局
     泉佐野市りんくう往来北２番地の常　勤:    5ン薬局　取締役　道明 移転 現存
     ５５ (薬       5)　雅代 平26. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 283845-00980 きぼう薬局つるはら駅〒598-0071 072-493-2680株式会社きぼう　代表 岡　貴美 平21. 1. 1調剤 薬局
     前店 泉佐野市鶴原一丁目１番２０号 常　勤:    2取締役　円市　正人 組織変更 現存
     (薬       2) 平27. 1. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 283945-00998 きぼう薬局 〒598-0002 072-425-6505株式会社きぼう　代表枡谷　福代 平21. 1. 1調剤 薬局
     泉佐野市中庄１０９４－１ 常　勤:    4取締役　円市　正人 組織変更 現存
     (薬       4) 平27. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 284045-01012 イオン薬局日根野店 〒598-0021 072-468-1339イオンリテール株式会森　大晃 平21. 6. 1調剤 薬局
     泉佐野市日根野２４９６－１ 常　勤:    4社　代表取締役　岡崎 新規 現存
     (薬       4)　双一 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 284145-01038 ドーミョ薬局 〒598-0007 0724-69-2505道明化研株式会社　代道明　陽介 平22. 3. 1調剤 薬局
     泉佐野市上町三丁目１１番２５号常　勤:    2表取締役　道明　陽介 移転 現存
     南海泉佐野ビル１階 (薬       2) 平28. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 284245-01087 ＡＢＣ調剤薬局 〒598-0002 072-461-0049株式会社ユーエムアー平野　浩司 平23.10. 1調剤 薬局
     泉佐野市中庄１０２５番地の３０常　勤:    4ル　代表取締役　赤井 新規 現存
     (薬       4)　真由子 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 284345-01095 泉州薬局　りんくう店〒598-0048 072-469-1003有限会社泉州薬局　代孫左近　裕子 平24. 7. 1調剤 薬局
     泉佐野市りんくう往来北１番りん常　勤:    1表取締役　上村　義人 新規 現存
     くうタウン駅ビル東棟２階２５４(薬       1) 平24. 7. 1
     号 非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 284445-01129 サニー薬局 〒598-0006 072-462-5858有限会社南薬局　代表鳥居　文子 平26. 5. 1調剤 薬局
     泉佐野市市場西３丁目４－１１ 常　勤:    1取締役　南　愼一 新規 現存
     (薬       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 284545-01145 ウエルシア薬局　泉佐〒598-0053 072-458-1530ウエルシア薬局株式会寺谷　佳子 平26. 9. 1調剤 薬局
     野大宮店 泉佐野市大宮町６－８ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 組織変更 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 284645-01152 ウエルシア薬局　泉佐〒598-0071 072-458-1110ウエルシア薬局株式会川端　麻紗子 平26. 9. 1調剤 薬局
     野鶴原店 泉佐野市鶴原１２３８番 常　勤:    1社　代表取締役　水野 組織変更 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 284745-01160 泉州薬局　泉佐野店 〒598-0071 072-463-0088有限会社泉州薬局　代上村　義人 平26.10. 1調剤 薬局
     泉佐野市鶴原１０６５－３パトリ常　勤:    3表取締役　上村　義人 新規 現存
     ア１階 (薬       3) 平26.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 284845-01178 おおぞら薬局 〒598-0062 072-469-0028有限会社プラス薬品　浦川　泰輔 平27. 1. 1調剤 薬局
     泉佐野市下瓦屋４丁目１－２０ 常　勤:    1代表取締役　小出　能 新規 現存
     (薬       1)久 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 284945-01186 みどり薬局　りんくう〒598-0048 06-6369-0118グリーンファーマシー鄭　賢卿 平27. 3. 1調剤 薬局
     店 泉佐野市りんくう往来北２－２２常　勤:    2株式会社　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　古川　健一郎 平27. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 285045-01210 リヨン薬局 〒598-8522 072-462-6116有限会社エイグル　代佐々木　紀子 平28. 3. 1調剤 薬局
     泉佐野市りんくう往来北１－７関常　勤:    1表取締役　芦原　福治 新規 現存
     西エアポートワシントンホテル２(薬       1) 平28. 3. 1
     階 非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 285145-01236 ツバキ薬局 〒598-0001 072-464-3666株式会社ツバキファー四角　貴之 平28. 5. 1調剤 薬局
     泉佐野市上瓦屋８０－１ 常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)椿本　勝彦 平28. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 285245-01244 アイセイ薬局　泉佐野〒598-0071 0724-64-2801株式会社アイセイ薬局戸田　あかり 平28.10. 1調剤 薬局
     店 泉佐野市鶴原８３２－１ 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:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 285345-01251 わかみや薬局 〒598-0055 072-479-5900エフメディカル株式会船岡　由貴 平29. 3. 1調剤 薬局
     泉佐野市若宮町２番６号 常　勤:    1社　代表取締役　船岡 新規 現存
     (薬       1)　由貴 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 285445-01277 おおきに薬局 〒598-0062 072-464-8839株式会社Ｏｏｋｉｎｉ仲谷　啓太 平29. 4. 1調剤 薬局
     泉佐野市下瓦屋３４５－１ 常　勤:    3　代表取締役　宮島　 新規 現存
     (薬       3)徹 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 285545-01285 ほくと薬局 〒598-0048 072-469-1212株式会社キャリＡＨナ潮平　幸子 平29. 3. 1調剤 薬局
     泉佐野市りんくう往来北１番地り常　勤:    1ビ　代表取締役　萩原 組織変更 現存
     んくうゲートタワービル２階 (薬       1)　光朗 平29. 3. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 285645-01293 フレックス薬局泉佐野〒598-0044 072-479-8477鈴木健美堂株式会社　荒田　和之 平29. 5. 1調剤 薬局
     店 泉佐野市笠松１丁目１－１ 常　勤:    1代表取締役　鈴木　陽 新規 現存
     (薬       1)次郎 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 285745-01301 さくら薬局 〒598-0046 072-466-6001株式会社リメディ　代中谷　素之 平29. 4. 1調剤 薬局
     泉佐野市羽倉崎一丁目１番７１号常　勤:    4表取締役　柳本　信也 組織変更 現存
     (薬       4) 平29. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 285845-01319 ひろば薬局 〒598-0021 072-479-5231株式会社ヒロ　代表取数見　裕司 平29. 9. 1調剤 薬局
     泉佐野市日根野６４５４－５ 常　勤:    1締役　生田　立子 新規 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 285945-01327 ウエルシア薬局　りん〒598-0047 072-458-3880ウエルシア薬局株式会大六野　淳 平29.12. 1調剤 薬局
     くうシークル店 泉佐野市りんくう往来南３番地 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 286045-01335 オレンジ薬局　泉佐野〒598-0011 072-463-8821株式会社オレンジファ西田　崇章 平30. 1. 1調剤 薬局
     店 泉佐野市高松北１－２－４０ 常　勤:    1ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　柳生　美江 平30. 1. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 286145-01343 サエラ薬局 〒598-0013 072-460-2501株式会社サエラ　代表奥田　勅子 平30. 1. 1調剤 薬局
     泉佐野市中町二丁目５－３２ 常　勤:    4取締役　小池　由久 組織変更 現存
     (薬       4) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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 286245-01350 サンライトげんき薬局〒598-0063 072-469-2588株式会社アクセスライ小松﨑　佳代子 平30. 1. 1調剤 薬局
     　泉佐野店 泉佐野市湊四丁目５番１９号 常　勤:    1フ　代表取締役　住川 移転 現存
     (薬       1)　奈美 平30. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 286345-01368 ウエルシア薬局　泉佐〒598-0046 072-490-3563ウエルシア薬局株式会安武　咲菜 平30. 2. 1調剤 薬局
     野羽倉崎店 泉佐野市羽倉崎１丁目２番３号 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 286446-00210 泰平薬局 〒582-0002 0729-72-2763西田　博 西田　博 昭55.11. 1調剤 薬局
     柏原市今町一丁目５番３８号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 286546-00327 キタバ薬局 〒582-0025 0729-77-2000株式会社せいき　代表堀田　慈子 平 8. 5. 1調剤 薬局
     柏原市国分西一丁目１番１７号幸常　勤:    5取締役　南　啓二 新規 現存
     喜ビル１階 (薬       5) 平29. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 286646-00350 ひまわり薬局 〒582-0007 072-973-5866有限会社ティーエムエ岡本　理絵 平 9. 4. 1調剤 薬局
     柏原市上市三丁目１０番１１号 常　勤:    3ス　代表取締役　宮部 新規 現存
     (薬       3)　弘 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 286746-00384 グリーン薬局 〒582-0009 0729-70-2366株式会社ヴェルデ　代村尾　晃 平 9.11. 1調剤 薬局
     柏原市大正三丁目４番７号 常　勤:    2表取締役　中島　弘 新規 現存
     (薬       2) 平24.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 286846-00392 キタバ薬局 〒582-0021 0729-75-2355株式会社せいき　代表森本　二郎 平10. 5. 1調剤 薬局
     柏原市国分本町三丁目７番８号 常　勤:    2取締役　南　啓二 新規 現存
     (薬       2) 平28. 5. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 286946-00400 ドレミ薬局 〒582-0007 0729-73-5858有限会社石丸　代表取石丸　充孝 平10. 7. 1調剤 薬局
     柏原市上市一丁目５番３８号 常　勤:    3締役　石丸　充孝 組織変更 現存
     (薬       3) 平28. 7. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 287046-00517 阪神調剤薬局柏原店 〒582-0005 0729-70-0388株式会社阪神調剤薬局眞田　恵子 平14. 3. 1調剤 薬局
     柏原市法善寺一丁目７番１１号 常　勤:    3　代表取締役　岩崎　 新規 現存
     (薬       3)壽毅 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 287146-00525 キタバ薬局 〒582-0005 0729-70-0100株式会社せいき　代表北　真由美 平15. 4. 1調剤 薬局
     柏原市法善寺一丁目８番２５号 常　勤:    1取締役　南　啓二 移転 現存
     (薬       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 287246-00541 きたたに薬局 〒582-0007 0729-71-4182有限会社エス・ケー・北谷　 平16. 1. 1調剤 薬局
     柏原市上市四丁目５番１７号 常　勤:    1ビー　代表取締役　北 組織変更 現存
     (薬       1)谷　龍平 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 287346-00574 メイプル薬局 〒582-0007 072-973-1212有限会社　ファーマツ舩越　雅彦 平17. 6. 1調剤 薬局
     柏原市上市四丁目３番１５号１０常　勤:    2リー　代表取締役　舩 新規 現存
     １ (薬       2)越　雅彦 平29. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 287446-00699 トーエイ薬局 〒582-0009 072-971-8887トーエイドラッグスト渡 　克彦 平20.10. 1調剤 薬局
     柏原市大正一丁目３番３号 常　勤:    5ア株式会社　代表取締 移転 現存
     (薬       5)役　津村　篤志 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 287546-00715 三晃薬局 〒582-0025 0729-75-1500有限会社エス・ケー・竹腰　昌道 平21. 2. 1調剤 薬局
     柏原市国分西一丁目３番１号 常　勤:    3ビー　代表取締役　北 組織変更 現存
     (薬       3)谷　龍平 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 287646-00749 リバティ薬局 〒582-0005 072-972-3150株式会社トキワ　代表吉本　宏一 平21. 9. 1調剤 薬局
     柏原市法善寺四丁目２番２７号グ常　勤:    2取締役　 本　宏一 組織変更 現存
     ランドール法善寺１０１号 (薬       2) 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 287746-00756 ひかり薬局　柏原店 〒582-0007 072-973-1177いぶきファーマシー株岡山　嘉宏 平21.10. 1調剤 薬局
     柏原市上市一丁目２番２号アゼリ常　勤:    2式会社　代表取締役　 組織変更 現存
     ア３階 (薬       2)篠原　敬子 平27.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 287846-00772 旭薬局 〒582-0009 072-972-4193加藤　康信 加藤　康信 平23. 1. 1調剤 薬局
     柏原市大正一丁目１番１号 常　勤:    1 移転 現存
     (薬       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 287946-00780 さくら薬局 〒582-0007 072-933-1030株式会社ＲＩＳＥ　代野邉　剛志 平23. 2. 1調剤 薬局
     柏原市上市四丁目１番９号 常　勤:    4表取締役　大塚　吉史 新規 現存
     (薬       4) 平29. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 288046-00806 ファーマシィこくぶ薬〒582-0026 072-975-4700株式会社ファーマシィ北川　浩子 平24. 8.11調剤 薬局
     局 柏原市旭ケ丘３丁目１－６８ 常　勤:    4　代表取締役　武田　 移転 現存
     (薬       4)宏 平24. 8.11
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 288146-00814 たけのこ薬局 〒582-0025 072-959-2621株式会社ＴＡＫＥ　代武内　尊裕 平24.12. 1調剤 薬局
     柏原市国分西１丁目２－２６泰山常　勤:    2表取締役　武内　尊裕 新規 現存
     ビル１階 (薬       2) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 288246-00822 幸生堂薬局 〒582-0021 072-975-0001株式会社ヘルシーワー田中　文 平25. 2. 1調剤 薬局
     柏原市国分本町２丁目１９５－１常　勤:    3ク　代表取締役　福本 新規 現存
     (薬       3)　康幸 平25. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 288346-00830 三晃薬局 〒582-0028 072-979-7351株式会社　三晃薬局　森　貞樹 平25. 8. 1調剤 薬局
     柏原市玉手町２５－３７ 常　勤:    1代表取締役　森　貞樹 組織変更 現存
     (薬       1) 平25. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
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 288446-00848 三晃薬局 〒582-0018 072-973-1589株式会社　三晃薬局　森　尚子 平25. 8. 1調剤 薬局
     柏原市大県１丁目４－９ 常　勤:    1代表取締役　森　貞樹 組織変更 現存
     (薬       1) 平25. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 288546-00855 スマイル薬局 〒582-0005 072-973-2013Ｈｅａｒｔ株式会社　山元　眞弓 平25.11. 1調剤 薬局
     柏原市法善寺４丁目１０－２５山常　勤:    4代表取締役　小川　尚 移転 現存
     下マンション１階 (薬       4)子 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 288646-00863 グリーン薬局　法善寺〒582-0019 072-970-1919田中　鈴彦 田中　寿和 平26. 2. 1調剤 薬局
     店 柏原市平野１丁目１１－１０－１常　勤:    1 組織変更 現存
     ０５ (薬       1) 平26. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 288746-00871 とまと薬局 〒582-0018 072-970-0030株式会社ＬＥファルマ 　光裕 平27. 1. 1調剤 薬局
     柏原市大県２丁目５－４フレシー常　勤:    1　代表取締役　塚本　 移転 現存
     ル１階１１１号 (薬       1)隆文 平27. 1. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 288846-00897 マサミ薬局　南店 〒582-0005 072-971-5593米川　正美 米川　元章 平27. 7. 1調剤 薬局
     柏原市法善寺１丁目１４－５ 常　勤:    1 移転 現存
     (薬       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 288946-00913 グレープ薬局 〒582-0018 072-971-5005株式会社コミンチャー中田　芳文 平28. 1. 1調剤 薬局
     柏原市大県１丁目６－３ 常　勤:    1レ　代表取締役　中田 組織変更 現存
     (薬       1)　芳文 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 289046-00921 スギ薬局　柏原玉手店〒582-0028 072-931-9067株式会社スギ薬局　代西園　淳一 平30. 1. 1調剤 薬局
     柏原市玉手町２４番３２号デイリ常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     ーカナートイズミヤ玉手店内 (薬       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 289146-00939 あけぼの薬局　柏原店〒582-0005 0729-73-4198株式会社ひなたファー神田　佳典 平30. 5. 1調剤 薬局
     柏原市法善寺一丁目６－６ 常　勤:    1マシー　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       1)佐藤　陽 平30. 5. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
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 289247-00036 ファーマシーオカムラ〒563-0104 0727-38-1111有限会社ファーマシー川端　典子 昭63.11.18調剤 薬局
     薬局 豊能郡豊能町光風台二丁目１１番常　勤:    2オカムラ　取締役　岡 移転 現存
     ７号 (薬       2)村　武 平24.11.18
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 289347-00077 ハーブ薬局 〒563-0104 072-738-7600有限会社ハーブファー千葉　和子 平 5. 5. 1調剤 薬局
     豊能郡豊能町光風台五丁目３２０常　勤:    1マシー　取締役　千葉 新規 現存
     番地の７８犬養興産光風台ビル１(薬       1)　和子 平29. 5. 1
     階 非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 289447-00093 びざん薬局 〒563-0102 072-738-2211有限会社　銀杏医薬　仁士　真紀 平11. 9. 1調剤 薬局
     豊能郡豊能町ときわ台四丁目２番常　勤:    1代表取締役　仁士　真 新規 現存
     地の１５ (薬       1)紀 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 289547-00101 ファーマシーオカムラ〒563-0103 0727-38-3000有限会社ファーマシー岡村　武 平14. 3. 1調剤 薬局
     薬局 豊能郡豊能町東ときわ台三丁目１常　勤:    1オカムラ　取締役　岡 新規 現存
     番２号東ときわショッピングセン(薬       1)村　武 平26. 3. 1
     ターＢ－５ 非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 289647-00119 のせ薬局 〒563-0356 0727-31-3333有限会社エーゼットカ桶谷　ひとみ 平14. 9. 1調剤 薬局
     豊能郡能勢町平通８２番地５ 常　勤:    4ンパニー　代表取締役 新規 現存
     (薬       4)　伊藤　寛 平26. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 289747-00127 としみつ薬局 〒563-0103 072-738-0485宇野　澄江 宇野　澄江 平21. 1. 1調剤 薬局
     豊能郡豊能町東ときわ台七丁目７常　勤:    1 継承 現存
     番２号 (薬       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 289847-00135 ファーマシーオカムラ〒563-0105 072-738-7002有限会社ファーマシー岡村　真由巳 平23. 1. 1調剤 薬局
     薬局　新光風台店 豊能郡豊能町新光風台二丁目１６常　勤:    4オカムラ　取締役　岡 新規 現存
     番８号 (薬       4)村　武 平29. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 289948-00125 井内薬局 〒580-0021 0723-31-4627井内　一江 井内　生子 昭41.10. 1調剤 薬局
     松原市高見の里三丁目４番４２号常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 290048-00307 松原中央薬局 〒580-0016 0723-32-9332髙木　勝司 髙木　勝司 昭49.11. 1調剤 薬局
     松原市上田七丁目１４番１５号 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 290148-00323 宮崎薬局 〒580-0012 072-334-7600宮崎　雅美 宮崎　雅美 昭49.11. 1調剤 薬局
     松原市立部１－１２１ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 290248-00521 漢薬堂薬局 〒580-0015 072-336-0067薮野　知恵子 薮野　知恵子 昭59. 9. 1調剤 薬局
     松原市新堂三丁目４番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 290348-00539 品川薬局 〒580-0042 072-331-4343品川　知子 白馬　泰子 昭60. 4. 1調剤 薬局
     松原市松ケ丘１－４－２１ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 290448-00554 井宮薬局 〒580-0023 0723(31)0720井宮　千代子 山岡　和子 昭60.10. 1調剤 薬局
     松原市南新町１丁目９番２４号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平 3.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 290548-00570 天美薬局 〒580-0033 072-331-0644有限会社　天美薬局　宮谷　忠行 昭62.11. 5調剤 薬局
     松原市天美南５丁目１７番１８号常　勤:    2代表取締役　宮谷　忠 新規 現存
     (薬       2)行 平29.11. 5
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 290648-00596 イソノ薬局 〒580-0016 0723-31-0446磯野　元三 磯野　元三 平 4. 1. 1調剤 薬局
     松原市上田一丁目１０番９号 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 290748-00612 みどり薬局 〒580-0032 0723-30-7844弘洋物産有限会社　代松村　秀美 平 4. 9. 1調剤 薬局
     松原市天美東七丁目６番２号 常　勤:    1表取締役　福井　健太 新規 現存
     (薬       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 290848-00646 天美ケンコー薬局 〒580-0032 072-336-2271有限会社　天美ケンコ藤原　眞二 平 5. 6.11調剤 薬局
     松原市天美東七丁目２番２８号シ常　勤:    1ー薬局　代表取締役　 移転 現存
     ョッピングセンターサエラ天美１(薬       1)萩原　吉廣 平29. 6.11
     階 非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 290948-00661 さくら薬局 〒580-0046 0723-30-1029弘洋物産有限会社　代照屋　厚子 平 7. 5. 1調剤 薬局
     松原市三宅中四丁目７番６号 常　勤:    1表取締役　福井　健太 新規 現存
     (薬       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 291048-00679 林薬局 〒580-0033 072-331-0178株式会社林薬局　代表林　百合子 平 7. 4.12調剤 薬局
     松原市天美南五丁目１８番１７号常　勤:    2取締役　林　百合子 移転 現存
     (薬       2) 平28. 4.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 291148-00687 みやけ薬局 〒580-0045 072-333-3975有限会社　ファインケ大石　亜紀子 平 8. 6. 1調剤 薬局
     松原市三宅西一丁目３６０番地の常　勤:    3ミスト　代表取締役　 新規 現存
     １ (薬       3)中村　和也 平29. 6. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 291248-00695 太田薬局 〒580-0024 072-331-7352有限会社　太田薬局　岡山　純子 平 8. 6. 1調剤 薬局
     松原市東新町三丁目５番１７号ア常　勤:    1代表取締役　太田　雅 組織変更 現存
     ーバンコンフォート１階１１６号(薬       1)之 平29. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 291348-00711 アリカワ薬局 〒580-0003 0723-34-2424中山　亮 中山　亮 平 9. 1. 1調剤 薬局
     松原市一津屋三丁目５番２７号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 291448-00745 十字屋薬局 〒580-0033 0723-31-4910藤田　長司 藤田　長司 平10. 3. 1調剤 薬局
     松原市天美南一丁目９８番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 291548-00778 きらら薬局 〒580-0015 0723-37-7622有限会社　寺田　代表神山　えり子 平12.12. 1調剤 薬局
     松原市新堂三丁目５番１０号 常　勤:    1取締役　寺田　慶一 新規 現存
     (薬       1) 平24.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 291648-00802 うめ薬局 〒580-0023 0723-49-1362有限会社ツバイ　代表麻野　小百合 平13. 7. 1調剤 薬局
     松原市南新町三丁目２番２９号 常　勤:   10取締役中村　和也 新規 現存
     (薬      10) 平25. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 291748-00810 芝池じゅんあい薬局 〒580-0023 072-336-1122芝池　淳 芝池　淳 平13. 8. 1調剤 薬局
     松原市南新町一丁目１０５番３号常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平25. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 291848-00877 幸生堂薬局 〒580-0043 072-337-8177株式会社ヘルシーワー水谷　知里 平15. 4. 1調剤 薬局
     松原市阿保四丁目１１番１０号 常　勤:    2ク　代表取締役　福本 新規 現存
     (薬       2)　康幸 平27. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 291948-00893 いちご薬局 〒580-0014 072-336-1589松谷　紫津子 松谷　威夫 平16. 4. 1調剤 薬局
     松原市岡二丁目７番５号 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 292048-00901 やまと薬局 〒580-0033 072-338-3480有限会社すみれメディ下村　正博 平16.11. 1調剤 薬局
     松原市天美南五丁目５０番２ 常　勤:    3カル　取締役　伊藤　 新規 現存
     (薬       3)寛 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 292148-00919 ラビット松原薬局 〒580-0016 072-349-0300有限会社雄和　取締役渡邉　仁志 平17. 1. 1調剤 薬局
     松原市上田二丁目２番２２号 常　勤:    3　落部　達雄 新規 現存
     (薬       3) 平29. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 292248-00935 別所うめ薬局 〒580-0005 072-337-8165有限会社　ツバイ　代石田　貴弥 平17. 4. 1調剤 薬局
     松原市別所三丁目１７番１９号 常　勤:    4表取締役　中村　和也 新規 現存
     (薬       4) 平29. 4. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 292348-00950 おひさま薬局 〒580-0021 072-338-5338有限会社リジャイナコ小谷　晴子 平18. 4. 1調剤 薬局
     松原市高見の里四丁目８番２７号常　勤:    2ーポレーション　代表 新規 現存
     (薬       2)取締役　小谷　晴子 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 292448-01057 トンボ薬局 〒580-0022 072-338-8660岡野　倫明 岡野　倫明 平20.11. 1調剤 薬局
     松原市河合一丁目１番２６号 常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 292548-01073 ピープル薬局 〒580-0016 072-333-5900株式会社ピープル薬局二宮　佐江子 平21. 7. 1調剤 薬局
     松原市上田三丁目４番１１号ペル常　勤:    1　代表取締役　二宮　 新規 現存
     ルＹＴＫ１階 (薬       1)佐江子 平27. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 292648-01099 リーフ薬局 〒580-0024 072-369-4360有限会社　イマトクメ近藤　慎哉 平22. 5. 1調剤 薬局
     松原市東新町三丁目５番１７号ア常　勤:    3ディック　代表取締役 新規 現存
     ーバンコンフォート１１５ (薬       3)　徳上　洋之 平28. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 292748-01131 幸生堂薬局 〒580-0014 072-339-0005株式会社ヘルシーワー内山　和雄 平23.11. 1調剤 薬局
     松原市岡３丁目８番８号 常　勤:    1ク　代表取締役　福本 新規 現存
     (薬       1)　康幸 平29.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 292848-01149 スギ薬局　河内松原駅〒580-0016 072-339-1951株式会社スギ薬局　代生野　浩美 平23.11. 1調剤 薬局
     前店 松原市上田３丁目６－１　ゆめニ常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     ティまつばら１階 (薬       1) 平29.11. 1
     非常勤:   21
     (薬      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 292948-01156 別所薬局 〒580-0005 072-349-8875株式会社中野ファーマ花山　好成 平24. 2. 1調剤 薬局
     松原市別所７丁目３－９ 常　勤:    2シー　代表取締役　中 新規 現存
     (薬       2)野　澄男 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 293048-01172 アイ薬局 〒580-0043 072-349-0508ピーアイ株式会社　代 田　由乃 平24. 5. 1調剤 薬局
     松原市阿保３丁目５－２５中西第常　勤:    1表取締役　木野　千代 新規 現存
     ２ビル　Ｂ号 (薬       1)子 平30. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 293148-01180 ライフォート松原薬局〒580-0016 072-341-0395株式会社ココカラファ野尻　健司 平25. 4. 1調剤 薬局
     松原市上田５丁目１０－３７ 常　勤:    1インヘルスケア　代表 組織変更 現存
     (薬       1)取締役　塚本　厚志 平25. 4. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 293248-01198 日の丸薬局 〒580-0016 072-331-0919株式会社セラ・メディ大里　玲子 平25. 9. 1調剤 薬局
     松原市上田３丁目４－４ 常　勤:    1ック　代表取締役　田 組織変更 現存
     (薬       1)中　久晴 平25. 9. 1
     非常勤:   18
     (薬      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 293348-01206 わかば薬局 〒580-0016 072-339-6630株式会社セラ・メディ吉岡　祐亮 平25. 9. 1調剤 薬局
     松原市上田３丁目１－１３サンラ常　勤:    1ック　代表取締役　田 組織変更 現存
     イズビル１階１０２号室 (薬       1)中　久晴 平25. 9. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 293448-01214 オリーブ薬局 〒580-0021 072-339-3223ピーアイ株式会社　代髙田　玲子 平25.10. 1調剤 薬局
     松原市高見の里４丁目２－１７ 常　勤:    1表取締役　木野　千代 新規 現存
     (薬       1)子 平25.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 293548-01222 スギ薬局　カナートモ〒580-0044 072-290-7150株式会社スギ薬局　代岡本　実 平25.11. 1調剤 薬局
     ール松原店 松原市田井城１丁目１番１号カナ常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     ートモール松原１階 (薬       1) 平25.11. 1
     非常勤:   37
     (薬      37)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 293648-01289 ウエルシア薬局　松原〒580-0043 072-339-5204ウエルシア薬局株式会山路　成美 平26.12. 1調剤 薬局
     阿保店 松原市阿保２丁目１２３－１ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 移転 現存
     (薬       1)　秀晴 平26.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 293748-01305 あお薬局 〒580-0043 072-349-6646株式会社ＰＩＮＯ　代松山　良朗 平27. 5. 1調剤 薬局
     松原市阿保１丁目３－１２塩野ビ常　勤:    1表取締役　松山　良朗 新規 現存
     ル１階 (薬       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 293848-01313 ウエルシア薬局　松原〒580-0014 072-337-9117ウエルシア薬局株式会正法院　有二 平27. 4. 1調剤 薬局
     岡店 松原市岡３丁目２－１５ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 移転 現存
     (薬       1)　秀晴 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 293948-01321 いるか薬局 〒580-0016 072-332-1721株式会社クラウス　代迫　由加里 平27. 7.20調剤 薬局
     松原市上田１丁目４－５ 常　勤:    2表取締役　迫　由加里 移転 現存
     (薬       2) 平27. 7.20
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 294048-01339 フロンティア薬局　一〒580-0003 072-338-0051株式会社フロンティア松田　奈津子 平27.10. 1調剤 薬局
     津屋店 松原市一津屋１丁目１９－１４ 常　勤:    2　代表取締役　重森　 新規 現存
     (薬       2)裕之 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 294148-01347 オレンジ薬局　松原店〒580-0032 072-290-7760株式会社プチファーマ山本　裕弓 平27.10. 1調剤 薬局
     松原市天美東６丁目１０－１　１常　勤:    1シスト　代表取締役　 新規 現存
     Ｆ (薬       1)柳生　美江 平27.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 294248-01354 アイン薬局　松原店 〒580-0032 072-289-6286株式会社アインファー北山　博規 平27.11. 1調剤 薬局
     松原市天美東７丁目６９林ビル１常　勤:    1マシーズ　代表取締役 組織変更 現存
     階 (薬       1)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 294348-01362 アイセイ薬局　河内天〒580-0032 072-337-7066株式会社アイセイ薬局岸本　幸子 平28.10. 1調剤 薬局
     美店 松原市天美東八丁目１番９号チエ常　勤:    2　代表取締役　藤井　 組織変更 現存
     ロ・マレ天美東　１Ｂ (薬       2)江美 平28.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 294448-01370 アイセイ薬局　南新町〒580-0023 072-333-1051株式会社アイセイ薬局髙栁　洋幸 平28.10. 1調剤 薬局
     店 松原市南新町一丁目１１番２６号常　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:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 294548-01388 アイセイ薬局　松原店〒580-0043 072-338-3577株式会社アイセイ薬局吉田　圭吾 平28.10. 1調剤 薬局
     松原市阿保三丁目１５番２４号 常　勤:    3　代表取締役　藤井　 組織変更 現存
     (薬       3)江美 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 294648-01396 アイセイ薬局　松ヶ丘〒580-0042 072-337-5551株式会社アイセイ薬局櫻田　賢一郎 平28.10. 1調剤 薬局
     店 松原市松ケ丘三丁目３－２３ 常　勤:    1　代表取締役　藤井　 組織変更 現存
     (薬       1)江美 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 294748-01412 なぎさ薬局　松原徳洲〒580-0032 072-330-8222寛一商店株式会社　代石原　美惠子 平29. 5. 1調剤 薬局
     会病院前店 松原市天美東７丁目１２番５号朝常　勤:    1表取締役　瀬川　安紀 新規 現存
     日プラザターミナルシティＳ１０(薬       1)子 平29. 5. 1
     ３号 非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 294848-01420 スギ薬局　松原北新町〒580-0025 072-247-5317株式会社スギ薬局　代松村　千恵美 平29. 9. 1調剤 薬局
     店 松原市北新町四丁目１５２番地の常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     １ (薬       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 294948-01438 ウエルシア薬局　松原〒580-0032 072-337-5037ウエルシア薬局株式会成瀬　香奈美 平29.12. 1調剤 薬局
     天美東店 松原市天美東２丁目１３６－１８常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 295048-01446 セントラル薬局 〒580-0021 072-332-9956柏木　亮 柏木　亮 平30. 2. 1調剤 薬局
     松原市高見の里一丁目１３番１３常　勤:    2 継承 現存
     号 (薬       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 295148-01453 パートナーぬのせ薬局〒580-0024 072-339-7771佐竹　信也 佐竹　信也 平30. 4. 1調剤 薬局
     松原市東新町四丁目１１番２２号常　勤:    2 移転 現存
     (薬       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 295248-01461 スギ薬局　松原南新町〒580-0023 072-294-6710株式会社スギ薬局　代山名　祐佳 平30. 6. 1調剤 薬局
     店 松原市南新町一丁目３番１５号 常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 295349-00206 中嶋薬局 〒584-0024 07212-3-3207中嶋　孝司 中嶋　孝司 昭46. 1. 1調剤 薬局
     富田林市若松町四丁目２番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 295449-00388 錦薬局 〒584-0067 0721-23-6467森井　茂治 森井　茂治 昭59. 3. 1調剤 薬局
     富田林市錦織南一丁目３番２号 常　勤:    1 移転 現存
     (薬       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 295549-00446 健康堂薬局 〒584-0071 0721(29)1367大橋　甲三郎 大橋　甲三郎 平 3. 2. 1調剤 薬局
     富田林市藤沢台１－４－１１－１常　勤:    1 新規 現存
     １０藤沢台中央団地１階 (薬       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 295649-00461 とおやま薬局 〒584-0045 0721-35-5883遠山　和夫 遠山　和夫 平 4. 3.16調剤 薬局
     富田林市山中田町一丁目４番１６常　勤:    1 移転 現存
     号 (薬       1) 平28. 3.16
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 295749-00503 コアラ薬局 〒584-0005 0721-24-0770株式会社　宏和　代表山口　大輔 平 6. 9. 1調剤 薬局
     富田林市喜志町三丁目７番５号 常　勤:    2取締役　有岡　町 新規 現存
     (薬       2) 平24. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 295849-00545 船内薬局 〒584-0093 0721-23-2146船内　謙一 船内　謙一 平 9. 8.14調剤 薬局
     富田林市本町８番２１号 常　勤:    1 移転 現存
     (薬       1) 平24. 8.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 295949-00560 アポロ薬局 〒584-0086 0721-28-8031有限会社アポロ薬局　垣内　慎吾 平10. 7. 1調剤 薬局
     富田林市津々山台二丁目９番９号常　勤:    1代表取締役　垣内　慎 新規 現存
     (薬       1)吾 平28. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 296049-00586 キタバ薬局 〒584-0086 0721-40-2267株式会社せいき　代表上嶋　恵美 平11. 9. 1調剤 薬局
     富田林市津々山台２丁目１０－１常　勤:    2取締役　南　啓二 新規 現存
     －１０４ (薬       2) 平29. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 296149-00594 のぞみ薬局 〒584-0036 0721-20-0591株式会社アビメディカ田中　泰樹 平12. 1. 1調剤 薬局
     富田林市甲田三丁目１０番４号 常　勤:    3ル　代表取締役　保田 新規 現存
     (薬       3)　裕司 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 296249-00644 アベニュー薬局 〒584-0032 0721-26-3339有限会社アイティーオ鳥本　美保 平13. 1. 1調剤 薬局
     富田林市常盤町３番１７号リベル常　勤:    1ー　代表取締役　伊藤 組織変更 現存
     テビル１階 (薬       1)　憲一郎 平25. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 296349-00677 ひまわり薬局 〒584-0062 0721-52-2516有限会社エムビレッジ中村　雅美 平13. 9. 1調剤 薬局
     富田林市須賀二丁目１８番１２号常　勤:    2　代表取締役　中村　 組織変更 現存
     (薬       2)博榮 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 296449-00701 向陽台薬局 〒584-0082 0721-40-1098有限会社ＰＰＣ　代表河野　修志 平15. 7. 1調剤 薬局
     富田林市向陽台二丁目１６番３８常　勤:    4取締役　宮川　隆男 組織変更 現存
     号 (薬       4) 平27. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 296549-00727 とおやま薬局 〒584-0045 0721-26-2062遠山　和夫 遠山　幸男 平15. 9.19調剤 薬局
     富田林市山中田町一丁目６番３３常　勤:    1 移転 現存
     号サンプラザ山中田店内 (薬       1) 平27. 9.19
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 296649-00750 ミナミ薬局 〒584-0093 0721-23-2246南　貞子 南　貞子 平16. 3. 1調剤 薬局
     富田林市本町１３番６号 常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 296749-00768 本町薬局 〒584-0093 0721-23-6201有限会社西日本調剤研岡　秀紀 平18. 4. 1調剤 薬局
     富田林市本町１７番４ 常　勤:    4究会　代表取締役　三 新規 現存
     (薬       4)浦　数典 平30. 4. 1
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 296849-00784 なごみ薬局 〒584-0069 0721-23-0753株式会社サルーテ　代村上　友美恵 平19. 6. 1調剤 薬局
     富田林市錦織東三丁目１９番１２常　勤:    3表取締役　田中　章介 新規 現存
     号 (薬       3) 平25. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 296949-00818 さくらい薬局 〒584-0013 0721-24-2301有限会社西日本調剤研濵田　典子 平20.10. 1調剤 薬局
     富田林市桜井町一丁目１番８号 常　勤:    1究会　代表取締役　三 新規 現存
     (薬       1)浦　数典 平26.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 297049-00826 喜志薬局 〒584-0013 0721-20-0707有限会社ＰＰＣ　代表宮川　賢三 平20.10. 1調剤 薬局
     富田林市桜井町一丁目５番５６号常　勤:    3取締役　宮川　隆男 新規 現存
     (薬       3) 平26.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 297149-00834 イオン薬局金剛東店 〒584-0082 0721-40-4123イオンリテール株式会松井　寛和 平20. 8.21調剤 薬局
     富田林市向陽台三丁目１番１号 常　勤:    5社　代表取締役　岡崎 組織変更 現存
     (薬       5)　双一 平26. 8.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 297249-00842 ハヤテ薬局 〒584-0074 0721-28-3101有限会社いなほ　代表早川　英明 平20.11. 1調剤 薬局
     富田林市久野喜台二丁目１５－５常　勤:    1取締役　下町　隆彦 新規 現存
     (薬       1) 平26.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 297349-00883 ミント薬局　金剛大橋〒584-0033 0721-21-1685株式会社アスクレイ　杉村　みえ子 平22. 1. 1調剤 薬局
     店 富田林市富田林町２９番２０号 常　勤:    3代表取締役　山本　圭 新規 現存
     (薬       3)一 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 297449-00925 コンフォート薬局 〒584-0031 0721-21-6086有限会社アイティーオ 本　訓代 平22. 9. 1調剤 薬局
     富田林市寿町二丁目３番２５号 常　勤:    1ー　代表取締役　伊藤 新規 現存
     (薬       1)　憲一郎 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 297549-00933 白鳥薬局 〒584-0005 0721-55-3301株式会社　ウィング　柴田　正明 平22.10. 1調剤 薬局
     富田林市喜志町二丁目２番２３号常　勤:    2代表取締役　森下　明 新規 現存
     (薬       2)美 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 297649-00966 ミント薬局　寺池台店〒584-0073 0721-21-3776株式会社アスクレイ　松浦　由紀 平23. 4. 1調剤 薬局
     富田林市寺池台二丁目５番２２号常　勤:    3代表取締役　山本　圭 新規 現存
     (薬       3)一 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 297749-00974 ハービス薬局 〒584-0042 0721-21-5051有限会社アイティーオ伊藤　憲一郎 平23. 8. 1調剤 薬局
     富田林市北大伴町２丁目１番１号常　勤:    2ー　代表取締役　伊藤 新規 現存
     (薬       2)　憲一郎 平29. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 297849-00982 久野喜台薬局 〒584-0074 0721-40-1135株式会社フレンドファ山田　智子 平23. 7. 1調剤 薬局
     富田林市久野喜台２丁目９－１５常　勤:    3ーマ　代表取締役　石 組織変更 現存
     (薬       3)井　宏明 平29. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 297949-00990 サポート薬局 〒584-0073 0721-55-4193大塚　早苗 大塚　早苗 平23.10. 1調剤 薬局
     富田林市寺池台１丁目１７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 298049-01006 とおやま薬局　板持店〒584-0048 072-133-4193遠山　幸男 新谷　佳子 平24. 4. 1調剤 薬局
     富田林市西板持町６丁目３－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 298149-01014 くるみ薬局 〒584-0024 0721-23-0051ベガファーマ株式会社肥下　孝子 平24. 6. 1調剤 薬局
     富田林市若松町２丁目１３－１６常　勤:    4　代表取締役　久野　 組織変更 現存
     アヴァンセ２１　１階 (薬       4)泰弘 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 298249-01022 かやの木薬局 〒584-0025 0721-23-8139株式会社ＮＹＴ　代表福山　順子 平26. 4. 1調剤 薬局
     富田林市若松町西３丁目１５９８常　勤:    1取締役　安東　和広 新規 現存
     番地６ (薬       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 298349-01030 高辺台薬局 〒584-0072 0721-21-6475株式会社フレンドファ小倉　晴可 平26. 4. 1調剤 薬局
     富田林市高辺台２丁目６番２８号常　勤:    2ーマ　代表取締役　石 新規 現存
     (薬       2)井　宏明 平26. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 298449-01048 あすなろ薬局 〒584-0005 0721-69-7898株式会社あすなろ　代中屋　崇代 平26. 6. 1調剤 薬局
     富田林市喜志町４丁目１０番２６常　勤:    1表取締役　田中　一郎 新規 現存
     号 (薬       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 298549-01063 ウエルシア薬局　富田〒584-0083 0721-28-9381ウエルシア薬局株式会浪　かおり 平26. 9. 1調剤 薬局
     林小金台店 富田林市小金台１丁目１１－２５常　勤:    1社　代表取締役　水野 組織変更 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 298649-01071 キタバ薬局 〒584-0082 0721-28-7423株式会社せいき　代表浅田　和美 平27. 6. 1調剤 薬局
     富田林市向陽台２丁目１－１２ 常　勤:    4取締役　南　啓二 移転 現存
     (薬       4) 平27. 6. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 298749-01089 ウエルシア薬局　富田〒584-0025 0721-20-1278ウエルシア薬局株式会今中　由美子 平27. 9. 1調剤 薬局
     林若松店 富田林市若松町西１丁目１８４２常　勤:    1社　代表取締役　水野 移転 現存
     －１ (薬       1)　秀晴 平27. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 298849-01097 南天薬局 〒584-0025 0721-26-7510遠山　典男 阪口　幸成 平28. 4. 1調剤 薬局
     富田林市若松町西２丁目１７０２常　勤:    1 新規 現存
     －１２ＰＷビル１Ｆ (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 298949-01121 あおば薬局 〒584-0045 0721-23-3017有限会社パール　代表斧田　佳代 平28. 4. 1調剤 薬局
     富田林市山中田町一丁目１９番１常　勤:    1取締役　斧田　盛行 継承 現存
     ７号 (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 299049-01139 スギ薬局　富田林甲田〒584-0036 0721-55-3015株式会社スギ薬局　代大橋　美里 平28. 5. 1調剤 薬局
     店 富田林市甲田三丁目３番３５号 常　勤:    1表取締役　榊原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 299149-01147 キリン堂薬局　富田林〒584-0024 0721-23-8250株式会社キリン堂　代 穗　由美 平28.11. 1調剤 薬局
     若松店 富田林市若松町二丁目１番７号 常　勤:    1表取締役　寺西　豊彦 新規 現存
     (薬       1) 平28.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 299249-01154 トンボ薬局 〒584-0024 0721-20-5355株式会社トンボ　代表都　健二 平28.11. 1調剤 薬局
     富田林市若松町一丁目３番１５号常　勤:    1取締役　西尾　眞里子 組織変更 現存
     (薬       1) 平28.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 299349-01162 ウエルシア薬局　富田〒584-0086 0721-28-0950ウエルシア薬局株式会亀谷　高志 平29. 1. 1調剤 薬局
     林津々山台店 富田林市津々山台五丁目５－１ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平29. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 299449-01170 スギ薬局　富田林若松〒584-0024 0721-26-8210株式会社スギ薬局　代 田　博昭 平29. 2. 1調剤 薬局
     店 富田林市若松町五丁目２番１１号常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 299549-01188 くれよん薬局　高辺台〒584-0072 072-121-7311株式会社Ｕ‐Ｐｈａｒ武輪　和慶 平29. 9. 1調剤 薬局
     店 富田林市高辺台２丁目１５－９ 常　勤:    2ｍａ　代表取締役　武 新規 現存
     (薬       2)輪　和慶 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 299649-01196 ハナ薬局 〒584-0082 0721-55-4187株式会社サンメディカ矢野　みち子 平29.11. 1調剤 薬局
     富田林市向陽台一丁目４番１８号常　勤:    2ル　代表取締役　土居 組織変更 現存
     (薬       2)　奉美 平29.11. 1
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 299749-01204 ハーモニー薬局 〒584-0074 0721-21-7399株式会社フレンドファ岡　隆志 平30. 6. 1調剤 薬局
     富田林市久野喜台２丁目１６番２常　勤:    1ーマ　代表取締役　石 新規 現存
     ８号 (薬       1)井　宏明 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 299849-01212 あけぼの薬局　富田林〒584-0036 0721-24-9020株式会社ひなたファー久留本　倫也 平30. 5. 1調剤 薬局
     寿町店 富田林市甲田６丁目７３０－１ 常　勤:    1マシー　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       1)佐藤　陽 平30. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 299950-00279 布施本町薬局 〒577-0841 06-6721-2194株式会社　布施本町薬西畑　元嗣 昭32.11. 1調剤 薬局
     東大阪市足代一丁目１１番１０号常　勤:    1局　代表取締役　西畑 現存
     (薬       1)　元嗣 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 300050-00303 小阪赤壁薬局 〒577-0802 06-6721-0613有限会社めぐみ　取締五島　和子 昭32.10. 1調剤 薬局
     東大阪市小阪本町一丁目３番２号常　勤:    2役　五島　敬二 現存
     (薬       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 300150-00709 キンキ薬局 〒577-0826 06-6722-2137室井　久子 室井　久子 昭40.11. 1調剤 薬局
     東大阪市大蓮北一丁目７番１９号常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 300250-01160 白十字薬局 〒577-0825 06-6721-8970山根　友栄 山根　友栄 昭42. 4. 1調剤 薬局
     東大阪市大蓮南１－１７－２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 300350-01186 粕谷薬局 〒577-0823 06-6721-5501株式会社　粕谷薬局　粕谷　哲一 昭42. 5. 1調剤 薬局
     東大阪市金岡２－２－９ 常　勤:    3代表取締役　粕谷　哲 現存
     (薬       3)一 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 300450-01392 鴻池テイコク薬局 〒578-0974 06-6745-0041株式会社鴻池テイコク柳本　正信 昭46. 1. 1調剤 薬局
     東大阪市鴻池元町８番９号 常　勤:    1薬局　代表取締役　柳 現存
     (薬       1)本　正信 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 300550-01483 山下グリーン薬局 〒579-8043 0729-81-3941山下　郁子 山下　郁子 昭46. 4. 1調剤 薬局
     東大阪市客坊町３－２ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 300650-01525 ハセガワ薬局 〒578-0924 0729-61-4820長谷川　豊子 長谷川　豊子 昭47. 2. 1調剤 薬局
     東大阪市吉田一丁目５番６号 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 300750-01947 ココカラファイン薬局〒577-0841 06-6720-0810株式会社ココカラファ真邊　圭一 昭50.10. 1調剤 薬局
     　本町店 東大阪市足代一丁目１４番２３号常　勤:    1イン　ヘルスケア　代 現存
     (薬       1)表取締役　塚本　厚志 平29.10. 1
     非常勤:   23
     (薬      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 300850-02044 ヒグチ薬局 〒577-0034 06-6789-5058樋口　輝昭 樋口　輝昭 昭52.12. 1調剤 薬局
     東大阪市御厨南二丁目１番２６号常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 300950-02069 カガワ薬局 〒577-0818 06-6725-8088賀川　輝 賀川　輝 昭53. 1. 1調剤 薬局
     東大阪市小若江四丁目１２番１３常　勤:    1 現存
     号 (薬       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 301050-02085 リキツ薬局 〒579-8014 0729-84-7792力津　繼幸 力津　繼幸 昭53. 3. 1調剤 薬局
     東大阪市中石切町二丁目３番４５常　勤:    1 現存
     号 (薬       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 301150-02259 アルファー薬局 〒578-0901 0720(72)0348大上　哲生 大上　哲生 昭55. 3. 1調剤 薬局
     東大阪市加納八丁目２０番１１号常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 301250-02325 小西薬局 〒577-0002 06-6744-8932株式会社　コニシ薬品小西　比呂恵 昭56. 8. 1調剤 薬局
     東大阪市稲田上町一丁目２番１１常　勤:    1　代表取締役　小西　 現存
     号 (薬       1)唯文 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 301350-02358 協立薬局 〒578-0924 0729-63-0579有限会社協立　取締役龍神　正典 昭60. 4. 1調剤 薬局
     東大阪市吉田五丁目１０番３２号常　勤:    1　龍神　正典 新規 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 301450-02366 中山薬局 〒577-0827 06-6727-8535株式会社中山商店　代中山　學 昭60. 4. 1調剤 薬局
     東大阪市衣摺１－１３－１７ 常　勤:    2表取締役　中山　學 新規 現存
     (薬       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 301550-02473 やながわ薬局 〒578-0937 0729-65-6140柳川　昭彦 柳川　昭彦 昭57.11. 1調剤 薬局
     東大阪市花園本町二丁目２番２７常　勤:    1 新規 現存
     号 (薬       1) 平24.11. 1
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 301650-02499 ヘルシー保健薬局 〒577-0818 06-6722-2946有限会社　ナガセ保健前畑　佐和子 昭57.11.15調剤 薬局
     東大阪市小若江一丁目５番１号 常　勤:    2薬局　代表取締役　前 移転 現存
     (薬       2)畑　和正 平24.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 301750-02564 東光第一薬局 〒577-0843 06-6720-6570株式会社東光第一薬局田屋　博幸 昭58.12. 1調剤 薬局
     東大阪市荒川二丁目２０番８号 常　勤:    2　代表取締役　島瀬　 新規 現存
     (薬       2)麻彦 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 301850-02580 ココカラファイン薬局〒577-0056 06-6783-6387株式会社ココカラファ濵田　裕樹 昭59. 2. 1調剤 薬局
     　長堂店 東大阪市長堂一丁目２番５号 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. 2. 1
     非常勤:   44
     (薬      44)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 301950-02762 大成薬局 〒577-0032 06-6788-4189稲田　雅夫 稲田　雅夫 昭60. 8. 1調剤 薬局
     東大阪市御厨二丁目１番４９号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 302050-02812 田中薬局 〒577-0052 06(6781)3341田中　真澄 田中　友子 昭61.12. 1調剤 薬局
     東大阪市新喜多４１番地 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平 4.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 302150-02846 八戸の里薬局 〒577-0804 06-6724-8427有限会社ミスヤ　代表簾谷　温子 昭62. 3.27調剤 薬局
     東大阪市中小阪三丁目５番１４号常　勤:    1取締役　簾谷　華代 移転 現存
     (薬       1) 平29. 3.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 302250-02879 ナカツ薬局 〒577-0036 06-6789-1600中塚　道子 中塚　道子 昭62. 7. 1調剤 薬局
     東大阪市御厨栄町二丁目２番２２常　勤:    1 継承 現存
     号 (薬       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 302350-02887 新テイコク薬局 〒577-0816 06-6722-2518新テイコク薬業　株式藤川　満壽子 昭62. 6.13調剤 薬局
     東大阪市友井五丁目４番３９号 常　勤:    1会社　代表取締役　藤 組織変更 現存
     (薬       1)川　良純 平29. 6.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 302450-02911 つばさ薬局 〒579-8034 0729(82)1547實﨑　久仁 實﨑　久仁 昭62.11.24調剤 薬局
     東大阪市出雲井本町１番４号 常　勤:    1 移転 現存
     (薬       1) 平29.11.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 302550-02952 東光第一薬局 〒577-0013 06-6782-1113株式会社　東光第一薬森田　佳子 昭63. 7. 1調剤 薬局
     東大阪市長田中一丁目３番２０号常　勤:    4局　代表取締役　島瀬 新規 現存
     (薬       4)　麻彦 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 302650-02994 ミルキー薬局 〒577-0013 06-6787-3403有限会社ライフライン島　ゆかり 平元. 4. 1調剤 薬局
     東大阪市長田中一丁目４番２３号常　勤:    3　代表取締役　望月　 新規 現存
     長田センタービル (薬       3)涼佑 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 302750-03083 キクヤ薬局 〒579-8046 0729-81-6845 平 2.11. 1調剤 薬局
     東大阪市昭和町５番８号 常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 302850-03109 中央保健薬局 〒579-8023 0729(81)4056菅井　公子 菅井　公子 平 3. 2.11調剤 薬局
     東大阪市立花町１－２１ 常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平30. 2.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 302950-03166 アール薬局 〒577-0055 06-6784-5311有限会社　アール　代坂田　美代子 平 3. 6. 1調剤 薬局
     東大阪市長栄寺１１－９　カーサ常　勤:    4表取締役　稲田　増美 新規 現存
     ・セリオ１０３号 (薬       4) 平30. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 303050-03216 東大阪プラザ薬局 〒579-8056 0729-82-8770株式会社セラ・メディ西村　公志 平 4. 5. 1調剤 薬局
     東大阪市若草町２番１２号 常　勤:    2ック　代表取締役　田 新規 現存
     (薬       2)中　久晴 平28. 5. 1
     非常勤:   23
     (薬      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 303150-03240 オガワ薬局 〒577-0001 06-6745-6036株式会社オガワ薬幸堂小川　佳代 平 4. 7. 1調剤 薬局
     東大阪市徳庵本町７番１３号 常　勤:    2　代表取締役　小川　 新規 現存
     (薬       2)幸男 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 303250-03331 ビタミン薬局 〒577-0055 06-6781-2625染田　伸治 染田　伸治 平 5. 3.31調剤 薬局
     東大阪市長栄寺一丁目４番８号 常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平29. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 303350-03356 小阪エヌ・ピー・シー〒577-0802 06-6730-2211株式会社　エヌ・ピー本多　幸代 平 5.12. 1調剤 薬局
     薬局 東大阪市小阪本町一丁目７番２３常　勤:    3・シー　代表取締役　 新規 現存
     号コーポラス小阪１０２号 (薬       3)千葉　万里江 平29.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 303450-03398 みどり薬局 〒577-0818 06-6724-3035有限会社みどり薬局　五十鈴川　和子 平 6. 2. 1調剤 薬局
     東大阪市小若江２－９－３３ 常　勤:    1代表取締役　五十鈴川 組織変更 現存
     (薬       1)　和子 平30. 2. 1
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 303550-03430 みるく薬局 〒578-0946 0729-61-0073早田　智美 早田　智美 平 7. 1. 1調剤 薬局
     東大阪市瓜生堂一丁目１番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 303650-03471 セガミ薬局　八戸ノ里〒577-0801 06-6782-6466株式会社ココカラファ上垣　真之 平 7. 4. 1調剤 薬局
     店 東大阪市小阪三丁目４番５４号 常　勤:    1イン　ヘルスケア　代 組織変更 現存
     (薬       1)表取締役　塚本　厚志 平28. 4. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 303750-03489 和光薬局 〒578-0912 0729-67-2584有限会社和光薬局　代植松　正 平 7. 6. 1調剤 薬局
     東大阪市角田一丁目７番１２号ク常　勤:    2表取締役　　植松　正 新規 現存
     レイドゥル中野１階 (薬       2) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 303850-03620 おき薬局 〒577-0841 06-6725-7171隠岐　光憲 隠岐　光憲 平 8. 6. 1調剤 薬局
     東大阪市足代三丁目２番１４号東常　勤:    2 新規 現存
     大阪第１ビル１階 (薬       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 303950-03679 クローバー薬局 〒577-0802 06-6722-8776ジョブ・クローバー株関西　章子 平 8. 6. 1調剤 薬局
     東大阪市小阪本町一丁目９番１号常　勤:    1式会社　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       1)高橋　郁夫 平29. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 304050-03729 すずらん薬局 〒577-0034 06-6788-8507有限会社　グランデ　新井　香織 平 8.11. 1調剤 薬局
     東大阪市御厨南一丁目１番１２号常　勤:    4代表取締役　新井　香 新規 現存
     ユニティハウス１階 (薬       4)織 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 304150-03737 マリン薬局 〒578-0982 072-965-8170有限会社　メディスン徳野　裕子 平 8.10. 1調剤 薬局
     東大阪市吉田本町三丁目４番３号常　勤:    1河内　取締役　前村　 組織変更 現存
     (薬       1)安彦 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 304250-03877 森壮健堂薬局 〒579-8051 0729-88-6931有限会社森壮健堂薬局森　十久子 平 9.12. 1調剤 薬局
     東大阪市瓢箪山町１番２６号 常　勤:    1　代表取締役　森　広 新規 現存
     (薬       1)文 平27.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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 304350-03893 サンコー薬局 〒579-8001 0729-88-3770池田　博承 林　恵 平10. 4. 1調剤 薬局
     東大阪市善根寺町五丁目２番１５常　勤:    1 新規 現存
     号河正コーポ (薬       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 304450-03927 佐伯薬局 〒577-0804 06-6724-2178佐伯　玲子 佐伯　玲子 平10. 1. 1調剤 薬局
     東大阪市中小阪五丁目６番１４号常　勤:    2 継承 現存
     (薬       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 304550-04107 タキヤ薬局 〒577-0802 06-6722-9571有限会社アイ・エム・藤原　麻由美 平10.10.27調剤 薬局
     東大阪市小阪本町一丁目３番２号常　勤:    5エフ　代表取締役　藤 組織変更 現存
     (薬       5)原　麻由美 平28.10.27
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 304650-04198 東光第一薬局 〒577-0844 06-6736-8888株式会社　東光第一薬竹田　尚子 平11.10. 1調剤 薬局
     東大阪市太平寺一丁目７番１８号常　勤:    3局　代表取締役　島瀬 新規 現存
     (薬       3)　麻彦 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 304750-04230 ドクトルファーマシー〒578-0946 06-6726-2345有限会社　ドクトルフ中原　晴香 平12. 6. 1調剤 薬局
     薬局 東大阪市瓜生堂一丁目１２番６号常　勤:    2ァーマシー薬局　代表 新規 現存
     (薬       2)取締役　岡村　佳彦 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 304850-04248 コトブキ保健薬局 〒577-0062 06-6618-3360有限会社　ハーモニー太田　千晶 平12. 7. 1調剤 薬局
     東大阪市森河内東一丁目３０番１常　勤:    2　代表取締役　松嶋　 新規 現存
     ４号 (薬       2)聖子 平24. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 304950-04289 ココカラファイン薬局〒577-0811 06-6732-7252株式会社ココカラファ大塚　彰吾 平12. 9. 1調剤 薬局
     　上小阪店 東大阪市西上小阪６番１５号 常　勤:    2イン　ヘルスケア　代 新規 現存
     (薬       2)表取締役　塚本　厚志 平24. 9. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 305050-04305 ひまわり薬局 〒578-0981 0729-60-0315有限会社　エムエステ田畑　敏美 平12.10. 1調剤 薬局
     東大阪市島之内一丁目７番２５号常　勤:    2ィ　代表取締役　水本 新規 現存
     (薬       2)　峰雄 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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 305150-04313 トマト薬局 〒579-8065 0729-84-4800ケー有限会社　代表取関戸　一成 平12. 8.21調剤 薬局
     東大阪市新池島町三丁目５番３号常　勤:    1締役　関戸　一成 組織変更 現存
     (薬       1) 平24. 8.21
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 305250-04347 新石切薬局 〒579-8013 0729-86-8028株式会社エコランド　森本　里美 平13. 4. 6調剤 薬局
     東大阪市西石切町一丁目１１番２常　勤:    5代表取締役　山岡　信 移転 現存
     ０号 (薬       5)也 平25. 4. 6
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 305350-04404 東光第一薬局 〒579-8053 0729-80-1113株式会社東光第一薬局白川　昌紀 平13.10. 1調剤 薬局
     東大阪市四条町１番１４号フォー常　勤:    7　代表取締役　島瀬　 移転 現存
     チュンコートビル１階 (薬       7)麻彦 平25.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 305450-04412 ドクトル薬局 〒577-0841 06-6736-4330有限会社ネオドクトル植田　昌良 平13.12. 1調剤 薬局
     東大阪市足代三丁目１番７号 常　勤:    2　代表取締役　岡村　 新規 現存
     (薬       2)佳彦 平25.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 305550-04446 キクヤ薬局 〒577-0066 06-6781-6132西山　敏子 西山　敏子 平14. 1. 1調剤 薬局
     東大阪市高井田本通七丁目５番３常　勤:    2 継承 現存
     号 (薬       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 305650-04495 ドクトル薬局 〒579-8041 0729-80-5544有限会社ネオドクトル植木　五久代 平14.10. 1調剤 薬局
     東大阪市喜里川町２番４号 常　勤:    2　代表取締役　岡村　 新規 現存
     (薬       2)佳彦 平26.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 305750-04511 リープ薬局　小阪駅前〒577-0802 06-6726-2527株式会社リープ　代表西川　泰子 平14.12. 1調剤 薬局
     店 東大阪市小阪本町一丁目８番１９常　勤:    1取締役　小林　久子 新規 現存
     号 (薬       1) 平26.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 305850-04537 ラグビー薬局 〒578-0981 0729-64-0375戸川　則子 戸川　則子 平14.12. 1調剤 薬局
     東大阪市島之内一丁目７番４６号常　勤:    1 移転 現存
     (薬       1) 平26.12. 1
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 305950-04545 阪神調剤薬局　枚岡店〒579-8034 0729-80-4881株式会社阪神調剤薬局中村　奈緒子 平15. 3. 1調剤 薬局
     東大阪市出雲井本町１番８号 常　勤:    3　代表取締役　岩崎　 新規 現存
     (薬       3)壽毅 平27. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 306050-04560 リリー南薬局 〒578-0931 0729-66-0377有限会社シャインリリ岩松　節子 平15. 6. 1調剤 薬局
     東大阪市花園東町二丁目１１番１常　勤:    3ー　取締役　向井　ミ 新規 現存
     ５号 (薬       3)チ子 平27. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 306150-04578 トモエ薬局　花園店 〒578-0925 0729-62-3122株式会社トモエメディ高野　幹己 平15. 7. 1調剤 薬局
     東大阪市稲葉三丁目１２番２７号常　勤:    2カル　代表取締役　坂 新規 現存
     (薬       2)口　祐司 平27. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 306250-04610 ハローオーク薬局 〒578-0971 06-6745-4770有限会社フォレスト　伊尻　真隆 平15.10. 1調剤 薬局
     東大阪市鴻池本町６番３３号 常　勤:    2代表取締役　伊尻　真 新規 現存
     (薬       2)隆 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 306350-04628 ナルミヤ薬局　中石切〒579-8014 0729-83-7703成宮　悟史 成宮　悟史 平15.10. 1調剤 薬局
     店 東大阪市中石切町二丁目９番３号常　勤:    1 新規 現存
     ＰＬＡＺＡ２１　１階 (薬       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 306450-04636 リープ薬局　ひらおか〒579-8024 0729-81-7844株式会社リープ　代表岡村　淨子 平15.11. 1調剤 薬局
     店 東大阪市南荘町１番５号 常　勤:    2取締役　小林　久子 新規 現存
     (薬       2) 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 306550-04644 カイセイ薬局 〒577-0809 06-4307-7506株式会社育星会　代表内藤　泰久 平15.11. 1調剤 薬局
     東大阪市永和一丁目４番３号 常　勤:    2取締役　飯田　彰 新規 現存
     (薬       2) 平27.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 306650-04685 ビーグル薬局 〒578-0976 06-6744-6668有限会社ビーグル　取鍵田　恒行 平15.10.31調剤 薬局
     東大阪市西鴻池町二丁目１番１４常　勤:    1締役　鍵田　恒行 組織変更 現存
     号 (薬       1) 平27.10.31
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 306750-04693 若江スマット薬局 〒578-0935 06-6224-1540有限会社スマット　代大壁　隆史 平16. 1.11調剤 薬局
     東大阪市若江東町四丁目２番６号常　勤:    7表取締役　鴨池　伸治 移転 現存
     (薬       7) 平28. 1.11
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 306850-04735 若江ドクトル薬局 〒578-0942 06-6736-6464有限会社エボリューシ北村　美保子 平16. 4. 1調剤 薬局
     東大阪市若江本町二丁目３番１号常　勤:    1ョン　取締役　稲原　 新規 現存
     (薬       1)久夫 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 306950-04750 グリーンライフ薬局 〒577-0841 06-6726-2666有限会社長塚商事　代窪田　圭佑 平16. 5. 1調剤 薬局
     東大阪市足代一丁目１２番５号 常　勤:    3表取締役　長塚　益久 新規 現存
     (薬       3) 平28. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 307050-04784 河内あさひ薬局 〒578-0954 0729-68-6556有限会社旭　代表取締萬野　智昭 平16. 5. 1調剤 薬局
     東大阪市横枕２－２７　河内第一常　勤:    5役　文山　裕誠 組織変更 現存
     ビル１階 (薬       5) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 307150-04842 コトブキ保健薬局 〒577-0055 06-6785-0036有限会社ハーモニー　利川　勝夫 平16. 8. 9調剤 薬局
     東大阪市長栄寺２０番１３号 常　勤:    1代表取締役　松嶋　聖 移転 現存
     (薬       1)子 平28. 8. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 307250-04909 セガミ薬局　長田西店〒577-0016 06-6746-3636株式会社ココカラファ横田　純一 平17. 3. 1調剤 薬局
     東大阪市長田西六丁目５番４０号常　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. 3. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 307350-04925 サニー薬局 〒577-0801 06-6784-1333エムシーエス　株式会家原　武司 平17. 3. 1調剤 薬局
     東大阪市小阪一丁目９番１－１０常　勤:    3社　代表取締役　佐藤 組織変更 現存
     ３号小阪近鉄第一ビル１階Ｗ－２(薬       3)　秀樹 平29. 3. 1
     号 非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 307450-04933 けやき薬局 〒577-0801 06-6781-8781株式会社　ＫＴＣ　代寒川　惠美子 平17. 5. 1調剤 薬局
     東大阪市小阪二丁目２番１８号 常　勤:    4表取締役　杉本　修康 新規 現存
     (薬       4) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 307550-04974 やまと薬局 〒579-8057 072-981-3575有限会社　やまとメデ山本　恭三 平17. 5. 1調剤 薬局
     東大阪市御幸町１番２号 常　勤:    3ィカル　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       3)山本　恭三 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 307650-04982 みどり薬局 〒578-0954 0729-63-7724グリーンファーマシー青木　基代美 平17. 5. 1調剤 薬局
     東大阪市横枕２番２７号河内第１常　勤:    3株式会社　代表取締役 組織変更 現存
     ビル１階 (薬       3)　古川　健一郎 平29. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 307750-05013 あき薬局 〒578-0984 072-960-3210有限会社メディシーナ川口　秀子 平17. 7. 1調剤 薬局
     東大阪市菱江一丁目２番３６号 常　勤:    3　代表取締役　川口　 新規 現存
     (薬       3)秀子 平29. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 307850-05039 東光第一薬局 〒577-0034 06-6789-1050株式会社　東光第一薬北野　英子 平17. 8. 1調剤 薬局
     東大阪市御厨南二丁目１番１号八常　勤:    5局　代表取締役　島瀬 新規 現存
     戸ノ里ＨＩＲＯビル１階 (薬       5)　麻彦 平29. 8. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 307950-05047 あおぞら薬局 〒578-0903 0729-60-3108山村　佳久 西林　理恵 平17. 8. 1調剤 薬局
     東大阪市今米二丁目９番２５号 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 308050-05054 セガミ薬局　河内永和〒577-0809 06-6736-9915株式会社ココカラファ森　望 平17. 6.27調剤 薬局
     店 東大阪市永和二丁目５番３３号 常　勤:    1イン　ヘルスケア　代 移転 現存
     (薬       1)表取締役　塚本　厚志 平29. 6.27
     非常勤:   33
     (薬      33)
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 308150-05062 カイセイ薬局 〒577-0016 06-6789-5671株式会社　育星会　代弘中　綾 平17. 9. 1調剤 薬局
     東大阪市長田西二丁目６番３０号常　勤:    6表取締役　飯田　彰 新規 現存
     (薬       6) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 308250-05070 あさひ薬局　東店 〒579-8014 072-980-5152株式会社　明興医療シ松本　孝司 平17.10. 1調剤 薬局
     東大阪市中石切町一丁目１３番１常　勤:    2ステム　代表取締役　 新規 現存
     号 (薬       2)増井　敏明 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 308350-05104 リープ薬局　布施店 〒577-0843 06-6720-1821株式会社リープ　代表 﨑　英子 平18. 4. 1調剤 薬局
     東大阪市荒川三丁目２６番１５号常　勤:    1取締役　小林　久子 新規 現存
     ロイヤル俊徳１階 (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 308450-05112 あいる薬局 〒579-8013 072-985-7567有限会社アディティ　松原　全代 平18. 4. 1調剤 薬局
     東大阪市西石切町一丁目１１番３常　勤:    1代表取締役　松原　全 新規 現存
     ０号新石切駅前ビル１階 (薬       1)代 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 308550-05161 阪神調剤薬局　東大阪〒578-0941 0729-63-3506株式会社阪神調剤薬局小林　美智子 平18. 7. 1調剤 薬局
     店 東大阪市岩田町四丁目１５番１０常　勤:    7　代表取締役　岩崎　 移転 現存
     号 (薬       7)壽 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 308650-05187 弥刀さくら薬局 〒577-0816 06-6730-5766有限会社みとビザン　小林　勝也 平18. 8. 1調剤 薬局
     東大阪市友井二丁目１０番１４号常　勤:    2代表取締役　小林　勝 組織変更 現存
     (薬       2)也 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 308750-05203 ファルコはやぶさ薬局〒579-8036 0729-80-6111株式会社ファルコファ坂原　通仁 平19. 1. 1調剤 薬局
     　東大阪店 東大阪市鷹殿町１７番８号 常　勤:    4ーマシーズ　代表取締 新規 現存
     (薬       4)役　松原　宣正 平25. 1. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 308850-05229 フロンティア薬局　花〒578-0937 0729-68-3188株式会社フロンティア佐藤　充巨 平19. 1. 1調剤 薬局
     園店 東大阪市花園本町一丁目７番５号常　勤:    2　代表取締役　重森　 組織変更 現存
     (薬       2)裕之 平25. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 308950-05237 野口薬局 〒579-8058 072-984-4063野口　壮一 野口　壮一 平19. 1.19調剤 薬局
     東大阪市神田町１８番２１号 常　勤:    2 継承 現存
     (薬       2) 平25. 1.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 309050-05252 日本調剤東大阪薬局 〒578-0947 06-6618-8760日本調剤株式会社　代木元　孝至 平19. 5. 1調剤 薬局
     東大阪市西岩田三丁目４番４号 常　勤:    7表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       7) 平25. 5. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 309150-05260 枚岡プラザ薬局 〒579-8061 072-986-0430株式会社　セラ・メデ清水　竜洋 平19. 5. 7調剤 薬局
     東大阪市六万寺町二丁目１番１号常　勤:    2ィック　代表取締役　 移転 現存
     (薬       2)田中　久晴 平25. 5. 7
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 309250-05286 リープ薬局　渋川店 〒577-0836 06-6730-7679株式会社リープ　代表三好　歩 平19. 8. 1調剤 薬局
     東大阪市渋川町二丁目４番２５号常　勤:    1取締役　小林　久子 新規 現存
     (薬       1) 平25. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 309350-05294 つばさ薬局　布施店 〒577-0056 06-6783-2511有限会社つばさ　代表米田　和正 平19. 8. 1調剤 薬局
     東大阪市長堂一丁目１２番１号 常　勤:    2取締役　髙橋　達之 新規 現存
     (薬       2) 平25. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 309450-05302 阪神調剤薬局　御厨店〒577-0033 06-6618-1261株式会社阪神調剤薬局橋本　志緒理 平19. 9. 1調剤 薬局
     東大阪市御厨東二丁目２番２０号常　勤:    3　代表取締役　岩崎　 組織変更 現存
     (薬       3)壽毅 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 309550-05310 くさか薬局 〒579-8003 072-980-7789有限会社ヤングリーフ本田　浩 平19.10. 1調剤 薬局
     東大阪市日下町三丁目４番４号 常　勤:    1　代表取締役　本田　 組織変更 現存
     (薬       1)浩 平25.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 309650-05336 ケンコウ薬局 〒577-0803 06-6728-0193森　歩美 森　歩美 平20. 1. 1調剤 薬局
     東大阪市下小阪五丁目１０番１５常　勤:    1 新規 現存
     号 (薬       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 309750-05351 竹薬師堂薬局 〒577-0056 06-6787-6145中山　啓仁 中山　啓仁 平20. 2. 1調剤 薬局
     東大阪市長堂一丁目１１番２号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 309850-05369 あんず薬局 〒577-0807 06-4308-8130株式会社エムロード　竹下　葉子 平20. 2. 1調剤 薬局
     東大阪市菱屋西五丁目１２番１５常　勤:    2代表取締役　道下　真 新規 現存
     号アンソレイユ菱屋西１階 (薬       2) 平26. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 309950-05401 シンケ薬局 〒577-0028 06-6784-3065株式会社晃生会シンケ大槻　文子 平20. 6. 1調剤 薬局
     東大阪市新家西町７番１１号 常　勤:    1薬局　代表取締役　鯉 新規 現存
     (薬       1)谷　眞裕 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 310050-05427 カムイ薬局 〒579-8038 0729-80-7077株式会社セラフィ　代山岡　充 平20. 9. 1調剤 薬局
     東大阪市箱殿町４番４号 常　勤:    1表取締役　松尾　浩 組織変更 現存
     (薬       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 310150-05435 スギ薬局　若江南店 〒578-0943 06-6730-6022株式会社スギ薬局　代塩川　結樹 平20. 9. 1調剤 薬局
     東大阪市若江南町一丁目４番３号常　勤:    1表取締役　 原　栄一 組織変更 現存
     (薬       1) 平26. 9. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 310250-05468 スギ薬局　渋川店 〒577-0836 06-6730-6134株式会社スギ薬局　代原田　誠治 平20. 9. 1調剤 薬局
     東大阪市渋川町一丁目４番１２号常　勤:    2表取締役　 原　栄一 組織変更 現存
     (薬       2) 平26. 9. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 310350-05476 サン薬局　放出店 〒577-0061 06-6781-9779株式会社ストーン・フ南　俊史 平20.11. 1調剤 薬局
     東大阪市森河内西二丁目３０番１常　勤:    4ィールド　代表取締役 組織変更 現存
     ８号 (薬       4)　石田　敬宏 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 310450-05484 エムハート薬局　はな〒578-0924 072-960-3397株式会社ミック　代表向井　忠晴 平20.12. 1調剤 薬局
     ぞの店 東大阪市吉田一丁目１番２８号パ常　勤:    3取締役　中川　春原 新規 現存
     ザパはなぞの１１１号 (薬       3) 平26.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 310550-05518 ひより薬局 〒577-0053 06-6783-5678株式会社メディサーブ野口　喜美子 平21. 2. 1調剤 薬局
     東大阪市高井田２４番１５号Ｍ・常　勤:    2　代表取締役　田口　 組織変更 現存
     高井田Ｄ号室 (薬       2)典生 平27. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 310650-05526 てとて薬局 〒577-0055 06-6736-5607株式会社てとて　代表武田　幸子 平21. 4. 1調剤 薬局
     東大阪市長栄寺１番６－４号 常　勤:    1取締役　武田　幸子 新規 現存
     (薬       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 310750-05567 こぐま薬局 〒578-0925 072-960-3755シグマ薬品株式会社　 川　淸康 平21. 7. 1調剤 薬局
     東大阪市稲葉三丁目１１－１０ピ常　勤:    4代表取締役　奥谷　英 新規 現存
     アザ花園１階 (薬       4)一 平27. 7. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 310850-05575 サカイ薬局 〒578-0942 06-6723-5224正地　仁美 正地　仁美 平21. 7.19調剤 薬局
     東大阪市若江本町一丁目２番３８常　勤:    1 継承 現存
     号 (薬       1) 平27. 7.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 310950-05583 くまのみ薬局 〒577-0802 06-6747-9922清水　雅也 清水　雅也 平21.10. 1調剤 薬局
     東大阪市小阪本町一丁目６番１５常　勤:    2 新規 現存
     号第二福本ビル１階　１－Ｃ (薬       2) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 311050-05591 イワタ薬局 〒578-0941 072-961-2108有限会社政太郎イワタ田中　敬二 平21.10. 1調剤 薬局
     東大阪市岩田町四丁目３番６号 常　勤:    3薬局　代表取締役　田 組織変更 現存
     (薬       3)中　敬二 平27.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 311150-05617 大阪鴻池駅前さくら薬〒578-0976 06-6748-7636クラフト株式会社　代松本　彩 平22. 4. 1調剤 薬局
     局 東大阪市西鴻池町一丁目２番６号常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     森本ビル１階 (薬       2) 平28. 4. 1
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 311250-05633 グリーンへルス薬局 〒577-0837 06-6722-0804有限会社　グリーンへ張　泳憲（松山泳憲）平22. 5. 2調剤 薬局
     東大阪市寿町三丁目８番１４号 常　勤:    1ルス　代表取締役　張 移転 現存
     (薬       1)　優子 平28. 5. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 311350-05641 スギ薬局　高井田店 〒577-0066 06-4308-8608株式会社　スギ薬局　納田　和睦 平22. 8. 1調剤 薬局
     東大阪市高井田本通３丁目６－３常　勤:    1代表取締役　 原　栄 新規 現存
     １ (薬       1)一 平28. 8. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 311450-05658 なの花薬局　石切店 〒579-8014 072-980-7270株式会社　共栄ファー重留　有佳 平22. 8. 1調剤 薬局
     東大阪市中石切町四丁目４番４号常　勤:    1マシー　代表取締役　 組織変更 現存
     リバーサイドビル１０５号 (薬       1)宇野　光裕 平28. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 311550-05666 しばた薬局 〒579-8021 072-980-1005柴田　竜如 柴田　竜如 平22. 9. 1調剤 薬局
     東大阪市額田町８番３号　ＢＬＤ常　勤:    2 新規 現存
     天風１０１ (薬       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 311650-05674 冨士薬局 〒577-0056 06-6782-5891藤本　喜子 藤本　喜子 平22. 9. 2調剤 薬局
     東大阪市長堂一丁目１９番１号 常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平28. 9. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 311750-05708 ひむか薬局　荒本店 〒577-0011 06-4309-5660株式会社ひむかメディ村松　千絵理 平23. 4. 1調剤 薬局
     東大阪市荒本北二丁目２番６号 常　勤:    4カル　代表取締役　永 新規 現存
     (薬       4)田　寛之 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 311850-05740 サン薬局　布施店 〒577-0841 06-6728-3330株式会社ストーン・フ米田　孝洋 平23. 4. 1調剤 薬局
     東大阪市足代二丁目１番９号 常　勤:    2ィールド　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　石田　敬宏 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 311950-05757 青葉堂薬局　大蓮店 〒577-0826 06-6729-6345有限会社プラチナ　代桑　めぐみ 平23. 8. 1調剤 薬局
     東大阪市大蓮北２丁目４番３号 常　勤:    3表取締役　藤本　高弘 移転 現存
     (薬       3) 平29. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 312050-05765 かいせい薬局 〒577-0827 06-4309-5361株式会社エル・シー・山崎　貴孝 平23.11. 1調剤 薬局
     東大阪市衣摺４丁目１番７号 常　勤:    1ディー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)戸奈　章一 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 312150-05773 かるがも薬局　小阪店〒577-0801 06-6748-0081株式会社メディカルか米井　美知子 平23.10. 1調剤 薬局
     東大阪市小阪１丁目９－１小阪第常　勤:    1るがも　代表取締役　 組織変更 現存
     一近鉄ビル１Ｆ (薬       1)森　正彦 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 312250-05781 アイビー薬局 〒578-0954 072-920-7110和泉原　匠 和泉原　匠 平23.11. 1調剤 薬局
     東大阪市横枕２番２５号　横枕ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル１Ｆ (薬       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 312350-05799 近畿調剤東大阪加納薬〒578-0901 0729-65-0017近畿調剤株式会社　代中川　卓弥 平24. 1. 1調剤 薬局
     局 東大阪市加納１丁目１０番８号 常　勤:    2表取締役　吉川　正男 組織変更 現存
     (薬       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 312450-05807 瓢箪山薬局 〒579-8046 072-981-2343井上　剛 井上　剛 平24. 1. 1調剤 薬局
     東大阪市昭和町２番６号 常　勤:    2 継承 現存
     (薬       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 312550-05823 ドナルドン薬局 〒577-0055 06-6618-5030有限会社ミスヤ　代表簾谷　友花 平24. 3. 1調剤 薬局
     東大阪市長栄寺２１番２５号 常　勤:    1取締役　簾谷　華代 新規 現存
     (薬       1) 平30. 3. 1
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 312650-05849 リープ薬局　小阪店 〒577-0801 06-6753-8174株式会社リープ　代表西垣　眞理子 平24. 4. 1調剤 薬局
     東大阪市小阪２丁目２番２０号 常　勤:    1取締役　小林　久子 新規 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 312750-05856 あかり調剤薬局 〒578-0971 06-6748-3030株式会社セピア　代表原　聖也 平24. 5. 1調剤 薬局
     東大阪市鴻池本町６番３２号 常　勤:    1取締役　門脇　吉弘 新規 現存
     (薬       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 312850-05864 イオン薬局　布施駅前〒577-0056 06-6785-3165イオンリテール株式会佐藤　葵 平24. 5. 1調剤 薬局
     店 東大阪市長堂１丁目８番３７号イ常　勤:    5社　代表取締役　岡崎 新規 現存
     オン布施駅前店１階 (薬       5)　双一 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 312950-05872 クオール薬局　Ｍビル〒577-0028 06-6784-1193クオール株式会社　代金山　俊昭 平24. 7. 1調剤 薬局
     店 東大阪市新家西町８番２３号東大常　勤:    2表取締役　中村　敬 組織変更 現存
     阪Ｍビル１階 (薬       2) 平24. 7. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 313050-05880 かるがも薬局　鴻池店〒578-0971 06-6224-3017株式会社メディカルか加藤　はつ子 平24.10. 1調剤 薬局
     東大阪市鴻池本町２番３号 常　勤:    1るがも　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)森　正彦 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 313150-05898 阪神調剤薬局　ひょう〒579-8051 0729-88-3229株式会社阪神調剤薬局鎌田　喜之 平24.10. 1調剤 薬局
     たん山店 東大阪市瓢箪山町７番１６号 常　勤:    2　代表取締役　岩崎　 組織変更 現存
     (薬       2)壽毅 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 313250-05914 エーエス薬局 〒578-0924 072-962-8429片山　清子 赤坂　俊幸 平24.12. 1調剤 薬局
     東大阪市吉田６丁目１番２０号 常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 313350-05930 スギ薬局　小阪駅前店〒577-0801 06-6789-1616株式会社スギ薬局　代林　敦 平25. 1.17調剤 薬局
     東大阪市小阪１丁目７番２号小阪常　勤:    1表取締役　 原　栄一 移転 現存
     第２近鉄ビル１階 (薬       1) 平25. 1.17
     非常勤:   17
     (薬      17)
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 313450-05948 石切健民薬局 〒579-8011 072-986-1310株式会社メディコンフ八木　亮平 平25. 5. 1調剤 薬局
     東大阪市東石切町３丁目２番５号常　勤:    1ィア　代表取締役　山 新規 現存
     ビスタ石きり１階 (薬       1)村　幸久 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 313550-05955 プラザ薬局　瓜生堂店〒578-0946 06-6723-7200株式会社プラザ薬局　藤本　正晃 平25. 5. 1調剤 薬局
     東大阪市瓜生堂３丁目１番１１号常　勤:    1代表取締役　小田　典 新規 現存
     (薬       1)央 平25. 5. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 313650-05963 スギ薬局　布施店 〒577-0056 06-6787-3101株式会社　スギ薬局　黒田　明男 平25. 7. 1調剤 薬局
     東大阪市長堂１丁目１０番１９号常　勤:    1代表取締役　 原　栄 新規 現存
     サンモール１階 (薬       1)一 平25. 7. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 313750-05971 山口薬局 〒577-0801 06-6781-1389株式会社　山口薬局　舟橋　知佐 平25. 6. 1調剤 薬局
     東大阪市小阪２丁目１４番１５号常　勤:    2代表取締役　舟橋　知 組織変更 現存
     (薬       2)佐 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 313850-05989 白鳥薬局 〒577-0823 06-4308-5352株式会社ウィング　代塩 　万理 平26. 1. 1調剤 薬局
     東大阪市金岡４丁目８番７号 常　勤:    2表取締役　森下　明美 新規 現存
     (薬       2) 平26. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 313950-05997 ヘルシー薬局　布施店〒577-0056 06-6736-6220有限会社エバーヘルス齋藤　真 平26. 1. 1調剤 薬局
     東大阪市長堂１丁目３番６号 常　勤:    2　代表取締役　乾　恭 新規 現存
     (薬       2)輔 平26. 1. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 314050-06011 そうごう薬局　日下店〒579-8003 072-980-5131総合メディカル株式会 平26. 2. 1調剤 薬局
     東大阪市日下町３丁目６番９号 常　勤:    2社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       2)　賢治 平26. 2. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 314150-06045 エムケー薬局 〒577-0843 06-6720-1116株式会社セラフィ　代松尾　恵子 平26. 4. 1調剤 薬局
     東大阪市荒川２丁目２７番１３号常　勤:    1表取締役　松尾　浩 新規 現存
     (薬       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
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 314250-06052 アイル薬局　吉田駅前〒578-0981 079-282-1829株式会社ユーアイファ宗田　雅裕 平26. 3. 1調剤 薬局
     店 東大阪市島之内２丁目１４番１１常　勤:    3ーマシー　代表取締役 移転 現存
     号１階 (薬       3)　内海　直彦 平26. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 314350-06094 オレンジ薬局　東大阪〒577-0806 06-6224-3460株式会社プチファーマ 上　芳喜 平26. 6. 1調剤 薬局
     店 東大阪市上小阪２丁目３番８号 常　勤:    1シスト　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)柳生　美江 平26. 6. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 314450-06110 関西薬局　布施店 〒577-0056 06-6618-6570株式会社共和コーポレ中村　孝 平26. 8. 1調剤 薬局
     東大阪市長堂１丁目９番１９号 常　勤:    2ーション　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　杉浦　正 平26. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 314550-06128 アカカベ薬局　吉田店〒578-0911 072-960-0093株式会社アカカベ　代金沢　康平 平26. 8. 1調剤 薬局
     東大阪市中新開２丁目１３番４０常　勤:    1表取締役　皆川　友夫 組織変更 現存
     号 (薬       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 314650-06136 ドクトル薬局 〒578-0937 072-964-5680株式会社恭典　代表取奈良　恭兵 平26.10. 1調剤 薬局
     東大阪市花園本町１丁目３番１号常　勤:    1締役　岡本　恭典 新規 現存
     (薬       1) 平26.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 314750-06144 エムハート薬局　おお〒577-0826 06-6730-8680株式会社ミック　代表前川　信之 平26.10. 1調剤 薬局
     はす店 東大阪市大蓮北３丁目１７番２４常　勤:    3取締役　中川　春原 新規 現存
     号 (薬       3) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 314850-06151 ドクトル薬局　松原店〒578-0922 072-921-3547有限会社エボリューシ阪本　義晴 平26.10. 1調剤 薬局
     東大阪市松原１丁目５番２９号 常　勤:    1ョン　代表取締役　稲 新規 現存
     (薬       1)原　久夫 平26.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 314950-06169 コトブキ保健薬局 〒577-0007 06-6744-3660有限会社ハーモニー　冨野　梨乃 平26. 9. 1調剤 薬局
     東大阪市稲田本町２丁目９番５号常　勤:    2代表取締役　松嶋　聖 移転 現存
     (薬       2)子 平26. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 315050-06193 あなたの薬局 〒578-0942 06-6224-7031ユーファーマ株式会社上森　政志 平26.11. 1調剤 薬局
     東大阪市若江本町３丁目１番２号常　勤:    1　代表取締役　上森　 新規 現存
     １０２号室 (薬       1)政志 平26.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 315150-06219 みとＮＰＣ薬局 〒577-0816 06-6732-3317株式会社エヌ・ピー・合田　大佑 平26.11. 1調剤 薬局
     東大阪市友井２丁目３４番２７号常　勤:    2シー　代表取締役　千 組織変更 現存
     幸宝ビル１階 (薬       2)葉　万里江 平26.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 315250-06227 リープ薬局　みと店 〒577-0816 06-6720-3010株式会社リープ　代表池尻　浩美 平27. 1. 1調剤 薬局
     東大阪市友井３丁目１番１４号 常　勤:    1取締役　小林　久子 新規 現存
     (薬       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 315350-06243 スマイル薬局 〒577-0054 06-4309-5348有限会社コーセイ　代仲　亮輔 平27. 3. 1調剤 薬局
     東大阪市高井田元町１丁目１番３常　勤:    1表取締役　仲　亮輔 新規 現存
     号 (薬       1) 平27. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 315450-06250 みんと薬局 〒577-0816 06-6730-8720株式会社プチファーマ西岡　郁子 平27. 2. 1調剤 薬局
     東大阪市友井３丁目１番１５号１常　勤:    2シスト　代表取締役　 移転 現存
     階 (薬       2)柳生　美江 平27. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 315550-06268 ウエルシア薬局　東大〒577-0062 06-6618-3166ウエルシア薬局株式会森　智哉 平27. 3. 1調剤 薬局
     阪森河内東店 東大阪市森河内東１丁目２２番１常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     ７号 (薬       1)　秀晴 平27. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 315650-06276 阪神調剤薬局　近鉄布〒577-0056 06-6618-5720株式会社阪神調剤薬局横田　尚子 平27. 3. 1調剤 薬局
     施店 東大阪市長堂１丁目２番６号 常　勤:    2　代表取締役　岩崎　 新規 現存
     (薬       2)壽毅 平27. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 315750-06284 ドレミ薬局　永和店 〒577-0054 06-6788-3082有限会社ドレミ　代表楠瀬　富子 平27. 4. 1調剤 薬局
     東大阪市高井田元町１丁目２番１常　勤:    3取締役　正井　克典 組織変更 現存
     １号 (薬       3) 平27. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 315850-06300 薬局ＭＣＣファーマシ〒578-0972 06-6746-1115有限会社メディカルカ福田　祐一 平27. 7. 1調剤 薬局
     ー鴻池店 東大阪市鴻池町２丁目１番３６号常　勤:    2ルチャークラブ　代表 新規 現存
     (薬       2)取締役　福田　祐一 平27. 7. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 315950-06318 ヘルシー薬局長堂店 〒577-0056 06-6788-6200有限会社エバーヘルス黄　英順（金川英子）平27. 7. 1調剤 薬局
     東大阪市長堂２丁目１５番１１号常　勤:    1　代表取締役　乾　恭 新規 現存
     (薬       1)輔 平27. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 316050-06326 グリーンライフ薬局　〒577-0843 06-6730-0021有限会社長塚商事　代西澤　香代子 平27. 7. 1調剤 薬局
     荒川店 東大阪市荒川１丁目１４番１９号常　勤:    2表取締役　長塚　益久 新規 現存
     (薬       2) 平27. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 316150-06334 アカカベ薬局　徳庵駅〒577-0001 06-6747-4193株式会社アカカベ　代柏元　良介 平27. 8. 1調剤 薬局
     前店 東大阪市徳庵本町４番３号 常　勤:    1表取締役　皆川　友夫 新規 現存
     (薬       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 316250-06342 太陽薬局 〒579-8041 072-981-3325小原　弘子 小原　弘子 平27. 7.10調剤 薬局
     東大阪市喜里川町３番１８号相川常　勤:    1 移転 現存
     ビル１Ｆ (薬       1) 平27. 7.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 316350-06359 オレンジ薬局　荒川店〒577-0843 06-6726-6100株式会社プチファーマ佐野　利美 平27. 8. 1調剤 薬局
     東大阪市荒川１丁目４番２号 常　勤:    1シスト　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       1)柳生　美江 平27. 8. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 316450-06367 あけぼの薬局　東大阪〒577-0833 06-6726-5777株式会社あけぼの関西佐伯　佐代里 平27. 8. 1調剤 薬局
     長瀬店 東大阪市柏田東町９番１７号 常　勤:    1　代表取締役　森　あ 組織変更 現存
     (薬       1)かね 平27. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 316550-06375 いずみ薬局 〒577-0834 06-6730-1389有限会社ヨシダ薬局　久保　聡子 平27. 9. 1調剤 薬局
     東大阪市柏田本町４番３５号 常　勤:    2代表取締役　吉田　学 移転 現存
     (薬       2) 平27. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 316650-06391 薬のヒグチ薬局岩田駅〒578-0941 072-968-4193薬ヒグチ＆ファーマラ金井　智彦 平27.10. 1調剤 薬局
     前店 東大阪市岩田町４丁目９１７番１常　勤:    6イズ株式会社　代表取 組織変更 現存
     １０の１希来里Ａ棟 (薬       6)締役　大野　利美知 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 316750-06417 ウエルシア薬局　河内〒578-0924 072-960-4760ウエルシア薬局株式会山本　宗宏 平27.11. 1調剤 薬局
     花園駅前店 東大阪市吉田１丁目１番３２号 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平27.11. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 316850-06425 東光第一薬局 〒577-0807 06-4308-5210株式会社東光第一薬局柴田　匡介 平27.10.13調剤 薬局
     東大阪市菱屋西１丁目１６番２２常　勤:    6　代表取締役　島瀬　 移転 現存
     号 (薬       6)麻彦 平27.10.13
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 316950-06433 東花園サカイ薬局 〒578-0924 072-962-9341坂井　鉄五郎 中山　久嗣 平27.12. 1調剤 薬局
     東大阪市吉田６丁目２番５２号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平27.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 317050-06441 アカカベ薬局　西鴻池〒578-0976 06-6745-4193株式会社アカカベ　代島　祐一郎 平28. 2. 1調剤 薬局
     町店 東大阪市西鴻池町２丁目４番２４常　勤:    1表取締役　皆川　友夫 新規 現存
     号 (薬       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 317150-06458 ウエルシア薬局　東大〒578-0911 072-963-0113ウエルシア薬局株式会竹本　千織 平28. 2. 1調剤 薬局
     阪中新開店 東大阪市中新開１丁目１４番２６常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     号 (薬       1)　秀晴 平28. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 317250-06466 オレンジ薬局　布施北〒577-0056 06-6753-8395株式会社プチファーマ長谷川　雅子 平28. 2. 1調剤 薬局
     店 東大阪市長堂３丁目１３番１７号常　勤:    1シスト　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)柳生　美江 平28. 2. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 317350-06490 サンテ薬局　河内小阪〒577-0802 06-6730-7133サンテ株式会社　代表上山　清市 平28. 4. 1調剤 薬局
     店 東大阪市小阪本町１丁目２番８号常　勤:    2取締役　米田　裕哉 新規 現存
     小阪ジョイスビル１階 (薬       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 317450-06508 あすなろ薬局 〒579-8024 072-988-4593有限会社ヨネダ薬局　米田　修造 平28. 4. 1調剤 薬局
     東大阪市南荘町１番２１号 常　勤:    1代表取締役　米田　修 継承 現存
     (薬       1)造 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 317550-06516 サン薬局　瓢箪山店 〒579-8051 072-987-2745株式会社ストーン・フ永吉　勇貴 平28. 7. 1調剤 薬局
     東大阪市瓢箪山町７番８号 常　勤:    1ィールド　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       1)　石田　敬宏 平28. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 317650-06524 ウエルシア薬局　東大〒579-8026 072-980-8270ウエルシア薬局株式会日置　 斗 平28. 8. 1調剤 薬局
     阪新石切店 東大阪市弥生町２番４３号　新石常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     切プラザ内 (薬       1)　秀晴 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 317750-06532 リープ薬局　友井店 〒577-0816 06-6736-5631株式会社リープ　代表中野　裕美 平28. 8. 1調剤 薬局
     東大阪市友井一丁目３番１７号第常　勤:    1取締役　小林　久子 新規 現存
     １弥刀マンション１階 (薬       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 317850-06540 花園スマット薬局 〒578-0933 072-961-2626有限会社スマット　代田中　陽子 平28. 8. 1調剤 薬局
     東大阪市玉串元町一丁目４番５３常　勤:    2表取締役　鴨池　伸治 移転 現存
     号 (薬       2) 平28. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 317950-06557 瓢箪山プラザ薬局 〒579-8058 072-980-5678株式会社セラ・メディ曽我　佳史 平28. 9. 1調剤 薬局
     東大阪市神田町３番３号 常　勤:    1ック　代表取締役　田 新規 現存
     (薬       1)中　久晴 平28. 9. 1
     非常勤:   23
     (薬      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 318050-06565 近江堂くるみ薬局 〒577-0817 06-6736-8131ベガファーマ株式会社武田　幸子 平28. 9. 1調剤 薬局
     東大阪市近江堂二丁目８番１３号常　勤:    2　代表取締役　久野　 移転 現存
     (薬       2)泰弘 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 318150-06581 キュア調剤薬局 〒578-0956 072-968-8733株式会社アイディール大野　亜希子 平28.11. 1調剤 薬局
     東大阪市横枕西１番７号 常　勤:    2ファーマ　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　大野　佑樹 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 318250-06607 コトブキ薬局 〒577-0842 06-6722-6662株式会社コトブキ薬局今西　勝江 平28.11.27調剤 薬局
     東大阪市足代南一丁目３番１３号常　勤:    3　代表取締役　別府　 移転 現存
     (薬       3)淑子 平28.11.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 318350-06615 リリー薬局 〒578-0924 072-960-0300有限会社シャインリリ谷口　みな子 平28.11.21調剤 薬局
     東大阪市吉田六丁目２番４８号ジ常　勤:    3ー　取締役　向井　ミ 移転 現存
     ャパンスイミングビル１階 (薬       3)チ子 平28.11.21
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 318450-06623 ハートさくら薬局 〒578-0941 072-962-7065有限会社メディシーナ中尾　佳英 平29. 1. 1調剤 薬局
     東大阪市岩田町三丁目１１番２号常　勤:    1　代表取締役　川口　 継承 現存
     (薬       1)秀子 平29. 1. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
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 318550-06631 あじさい薬局 〒577-0804 06-6224-1431株式会社大新堂　代表井上　祐一 平29. 2. 1調剤 薬局
     東大阪市中小阪二丁目１２番１１常　勤:    5取締役　二塚　安子 継承 現存
     号中小阪ビル１階 (薬       5) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 318650-06649 さくらんぼ薬局 〒578-0901 072-967-1993一般社団法人大阪ファ新宮　由紀子 平29. 4. 1調剤 薬局
     東大阪市加納三丁目５番１７号 常　勤:    1イン　理事長　山下　 組織変更 現存
     (薬       1)正洋 平29. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 318750-06656 どんぐり薬局 〒577-0832 06-6726-0600一般社団法人大阪ファ吉岡　朱美 平29. 4. 1調剤 薬局
     東大阪市長瀬町一丁目１０番８号常　勤:    1イン　理事長　山下　 組織変更 現存
     (薬       1)正洋 平29. 4. 1
     非常勤:   18
     (薬      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 318850-06664 もみじ薬局 〒578-0934 072-960-3020一般社団法人大阪ファ松下　忍 平29. 4. 1調剤 薬局
     東大阪市玉串町西一丁目３番３１常　勤:    1イン　理事長　山下　 組織変更 現存
     号 (薬       1)正洋 平29. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 318950-06672 アイ薬局 〒578-0975 06-6748-7741有限会社アイエムメデ和田　康嗣 平29. 5. 1調剤 薬局
     東大阪市中鴻池町３丁目１２番３常　勤:    1ィカル　代表取締役　 新規 現存
     ７号 (薬       1)森　孝史 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 319050-06698 くるみ薬局 〒577-0006 06-6743-1201一般社団法人大阪ファ乾　浩之 平29. 4. 1調剤 薬局
     東大阪市楠根二丁目８番２５号 常　勤:    1イン　理事長　山下　 組織変更 現存
     (薬       1)正洋 平29. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 319150-06706 ココカラファイン薬局〒577-0807 06-6729-5671株式会社ココカラファ澤井　夏緒梨 平29. 5. 1調剤 薬局
     　長瀬店 東大阪市菱屋西１丁目１９番２４常　勤:    1インヘルスケア　代表 新規 現存
     号　ビラ菱屋西１階 (薬       1)取締役　塚本　厚志 平29. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 319250-06714 アカカベ薬局　荒本店〒577-0011 06-6743-0930株式会社アカカベ　代藤原　由佳 平29. 6. 1調剤 薬局
     東大阪市荒本北２丁目３番１号 常　勤:    1表取締役　皆川　友夫 新規 現存
     (薬       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 319350-06722 パンダ薬局 〒578-0948 072-943-1990株式会社ヒロキ薬局　米倉　央 平29. 5. 1調剤 薬局
     東大阪市菱屋東１丁目１番２５号常　勤:    1代表取締役　米倉　央 組織変更 現存
     エスパシオクレメンシア１階 (薬       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 319450-06730 オリオン薬局　宝持店〒577-0806 06-6726-8300有限会社オリオンドラ島岡　勇介 平29. 6. 1調剤 薬局
     東大阪市上小阪３丁目５番４号市常　勤:    2ッグ薬局　代表取締役 新規 現存
     設宝持西店舗７号 (薬       2)　島岡　勇介 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 319550-06748 なつめ薬局 〒578-0931 072-963-7200株式会社シカレ　代表片畑　美津子 平29. 8. 1調剤 薬局
     東大阪市花園東町２丁目３番２４常　勤:    2取締役　片畑　敬護 新規 現存
     号 (薬       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 319650-06755 きずな薬局　東大阪店〒578-0911 072-967-3770スミール株式会社　代伊藤　聡 平29. 9. 1調剤 薬局
     東大阪市中新開２丁目１３番３５常　勤:    1表取締役　田村　茂生 新規 現存
     号モアライフ１０２号 (薬       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 319750-06763 さつき薬局 〒577-0004 06-7897-5230株式会社エムフリーク松鹿　利香 平29. 9. 1調剤 薬局
     東大阪市稲田新町二丁目２９番１常　勤:    2　代表取締役　松田　 新規 現存
     ７－１０１号 (薬       2)健太郎 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 319850-06771 ふれあい薬局　東大阪〒578-0922 072-975-6130中島　和志 中島　和志 平29.10. 1調剤 薬局
     店 東大阪市松原１丁目１６番３２号常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 319950-06789 キリン堂薬局　東大阪〒577-0067 06-6784-1711株式会社キリン堂　代十川　慶太 平29.10. 1調剤 薬局
     長堂店 東大阪市高井田西１丁目１番９号常　勤:    1表取締役　寺西　豊彦 新規 現存
     (薬       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 320050-06797 リープ薬局　宝持店 〒577-0805 06-6730-7771株式会社リープ　代表小林　久子 平29.12. 1調剤 薬局
     東大阪市宝持２丁目５番６号 常　勤:    1取締役　小林　久子 新規 現存
     (薬       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   420 頁

 320150-06805 とも薬局 〒577-0827 06-6722-4656田中弥興産株式会社　佐藤　彰信 平30. 1. 5調剤 薬局
     東大阪市衣摺２丁目１３番１０号常　勤:    1代表取締役　田中　弥 新規 現存
     (薬       1)行 平30. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 320250-06813 こるり薬局 〒577-0056 06-6783-2009有限会社こるり薬局　能口　享子 平30. 1. 1調剤 薬局
     東大阪市長堂三丁目１８番３号 常　勤:    2取締役　合田　明則 移転 現存
     (薬       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 320350-06821 ドクトル薬局　新石切〒579-8027 072-988-0181有限会社エボリューシ西川　直美 平30. 4. 1調剤 薬局
     店 東大阪市東山町４番８号ＷＳ百光常　勤:    1ョン　代表取締役　稲 新規 現存
     ビル１Ｆ (薬       1)原　久夫 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 320450-06839 てつ薬局 〒577-0803 06-6729-0755ＦＥＬＩＳＡ株式会社石川　哲也 平30. 4. 1調剤 薬局
     東大阪市下小阪５丁目１５番８号常　勤:    1　代表取締役　石川　 新規 現存
     エストヴェルジュ１階 (薬       1)哲也 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 320550-06847 調剤薬局マツモトキヨ〒577-0802 06-6730-8060株式会社マツモトキヨ南　惠次郎 平30. 5. 1調剤 薬局
     シ　河内小阪店 東大阪市小阪本町１丁目６番２４常　勤:    3シ　代表取締役　大田 新規 現存
     号 (薬       3)　貴雄 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 320650-06854 スギ薬局　東大阪楠根〒577-0006 06-4306-4795株式会社スギ薬局　代中井　日和 平30. 5. 1調剤 薬局
     店 東大阪市楠根三丁目１５番５号 常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 320750-06862 サンテ薬局　八戸ノ里〒577-0803 06-6753-7177サンテ株式会社　代表北村　宣之 平30. 4. 9調剤 薬局
     店 東大阪市下小阪２丁目１４番９号常　勤:    3取締役　米田　裕哉 移転 現存
     ＹＡＮＯ八戸ノ里駅前ビル２階 (薬       3) 平30. 4. 9
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 320850-06870 スギ薬局　ひょうたん〒579-8056 072-929-8925株式会社スギ薬局　代原田　誠治 平30. 6. 1調剤 薬局
     山店 東大阪市若草町５番３５号 常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 320952-00218 市民薬局 〒534-0024 06-6922-0452蒲原　久江 蒲原　久江 昭32.10. 1調剤 薬局
     大阪市都島区東野田町五丁目９番常　勤:    3 新規 現存
     ２号 (薬       3) 平29.10. 1
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 321052-00747 佐藤薬局 〒534-0027 06-6351-0014佐藤　操子 佐藤　操子 昭59. 1. 1調剤 薬局
     大阪市都島区中野町三丁目３番２常　勤:    1 新規 現存
     ３号 (薬       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 321152-00804 小島太陽堂薬局 〒534-0023 06-6923-4293小島　勝義 小島　慶子 昭63.10. 5調剤 薬局
     大阪市都島区都島南通二丁目１４常　勤:    1 継承 現存
     番２２号 (薬       1) 平24.10. 5
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 321252-00846 高砂典薬院薬局 〒534-0015 06-6925-3975株式会社高砂　代表取吉田　重子 平 2. 8. 1調剤 薬局
     大阪市都島区善源寺町一丁目３番常　勤:    1締役　高砂　秀信 新規 現存
     １９号高砂マンション１階 (薬       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 321352-00911 吉川薬局 〒534-0022 06-6921-7260吉川　真知子 吉川　真知子 平 4. 1.13調剤 薬局
     大阪市都島区都島中通二丁目７番常　勤:    1 継承 現存
     ２３号 (薬       1) 平28. 1.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 321452-00929 ヘルシー２１スミヨシ〒534-0027 06-6929-1141住吉商事株式会社　代小林　由美子 平 5. 5. 1調剤 薬局
     薬局 大阪市都島区中野町五丁目１３番常　勤:    1表取締役　住吉　正敏 新規 現存
     ４号タワープラザアベニュー内 (薬       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 321552-00945 マルゼン薬局 〒534-0021 06-6921-0474村田株式会社　代表取清水　美波 平 8. 5. 1調剤 薬局
     大阪市都島区都島本通三丁目１番常　勤:    1締役　村田　卓 新規 現存
     １号山形ビル１階 (薬       1) 平29. 5. 1
     非常勤:   26
     (薬      26)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 321652-00978 クローバー薬局 〒534-0002 06-6929-8520ジョブ・クローバー株岡　修司 平 9. 7. 1調剤 薬局
     大阪市都島区大東町一丁目９番５常　勤:    1式会社　代表取締役　 新規 現存
     号 (薬       1)高橋　郁夫 平24. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 321752-00994 ベル薬局 〒534-0011 06-6929-8000有限会社ベル薬局　代北村　和華子 平 9.10. 1調剤 薬局
     大阪市都島区高倉町二丁目１番４常　勤:    1表取締役　北村　幸子 新規 現存
     号 (薬       1) 平24.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
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 321852-01018 エリア薬局 〒534-0022 06-6927-3228有限会社エリア　代表松田　充代 平10. 3. 1調剤 薬局
     大阪市都島区都島中通三丁目１３常　勤:    1取締役　松田　充代 新規 現存
     番２２号 (薬       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 321952-01034 エムケー薬局 〒534-0021 06-6926-3611株式会社セラフィ　代石賀　恵美子 平10. 5. 1調剤 薬局
     大阪市都島区都島本通二丁目１４常　勤:    1表取締役　松尾　浩 新規 現存
     番４号カルナビル１階 (薬       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 322052-01059 命門堂漢方薬局 〒534-0027 06-6882-3066有限会社命門堂漢方薬寺西　美千子 平11. 3. 1調剤 薬局
     大阪市都島区中野町四丁目１１番常　勤:    1局　代表取締役　前田 新規 現存
     １１号 (薬       1)　康男 平29. 3. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 322152-01083 メイプル薬局 〒534-0016 06-6926-7120有限会社　フォーツリ後藤　宏子 平12. 6. 1調剤 薬局
     大阪市都島区友渕町二丁目１番５常　勤:    5ーズ　代表取締役　翁 新規 現存
     号 (薬       5)長　秀武 平30. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 322252-01091 堀川薬局 〒534-0021 06-6921-6515堀川　敏彦 堀川　敏彦 平13. 7. 1調剤 薬局
     大阪市都島区都島本通三丁目１７常　勤:    1 新規 現存
     番１２号 (薬       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 322352-01125 ベル薬局ローレルスク〒534-0016 06-6926-2270有限会社ベル薬局　代北村　祥一 平13.10. 1調剤 薬局
     エア店 大阪市都島区友渕町一丁目６番２常　勤:    1表取締役　北村　幸子 新規 現存
     －１ (薬       1) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 322452-01224 トライ薬局 〒534-0027 06-6135-3301有限会社　エフ・エム平石　早苗 平14.11. 1調剤 薬局
     大阪市都島区中野町三丁目５番３常　勤:    1・シー　代表取締役　 新規 現存
     ３号 (薬       1)小澤　道子 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 322552-01257 なの花薬局　都島店 〒534-0021 06-6924-6701株式会社共栄ファーマ前川　敏美 平15. 2. 1調剤 薬局
     大阪市都島区都島本通二丁目１４常　勤:   11シー　代表取締役　宇 組織変更 現存
     番２号 (薬      11)野　光裕 平27. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 322652-01307 のぞみ薬局 〒534-0027 06-6925-8711株式会社エーシー　代岡山　優子 平15.11. 1調剤 薬局
     大阪市都島区中野町五丁目１０番常　勤:    6表取締役　道下　玄三 新規 現存
     １２７号カーサ日東１階 (薬       6) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 322752-01331 すみれ薬局　都島店 〒534-0011 06-4253-5885株式会社ケアファーマ根耒　統一 平16. 2. 1調剤 薬局
     大阪市都島区高倉町二丁目９番８常　勤:    1シー　代表取締役　辻 新規 現存
     号高倉マンション１階 (薬       1)　勝 平28. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 322852-01398 クローバー薬局 〒534-0021 06-6926-2366ジョブ・クローバー株吉武　由紀 平17. 1. 1調剤 薬局
     大阪市都島区都島本通一丁目５番常　勤:    1式会社　代表取締役　 新規 現存
     ４号圓相第一マンション１階 (薬       1)高橋　郁夫 平29. 1. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 322952-01448 マルゼン薬局 〒534-0021 06-6921-0097村田　卓 米井　陽子 平17. 9.27調剤 薬局
     大阪市都島区都島本通三丁目９番常　勤:    1 継承 現存
     ４号 (薬       1) 平29. 9.27
     非常勤:   26
     (薬      26)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 323052-01471 キリン堂薬局　都島店〒534-0021 06-6926-2800株式会社キリン堂　代瀨川　和彦 平18. 5. 1調剤 薬局
     大阪市都島区都島本通一丁目２１常　勤:    1表取締役　寺西　豊彦 新規 現存
     番２０号 (薬       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 323152-01505 マルゼン薬局 〒534-0024 06-6224-3674村田株式会社　代表取新谷　実穂 平19. 4. 1調剤 薬局
     大阪市都島区東野田町五丁目９番常　勤:    1締役　村田　卓 新規 現存
     ３０号 (薬       1) 平25. 4. 1
     非常勤:   25
     (薬      25)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 323252-01513 スピカ薬局 〒534-0011 06-6926-0100長澤　千惠 長澤　千惠 平19. 5. 1調剤 薬局
     大阪市都島区高倉町一丁目７番７常　勤:    1 新規 現存
     号 (薬       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 323352-01521 都島健民薬局 〒534-0023 06-6924-5555株式会社メディコンフ前田　栄子 平20. 7. 1調剤 薬局
     大阪市都島区都島南通二丁目８番常　勤:    2ィア　代表取締役　山 新規 現存
     １２号 (薬       2)村　幸久 平26. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
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 323452-01547 スカイ薬局 〒534-0027 06-6354-0514横山　顕子 横山　顕子 平20. 5. 9調剤 薬局
     大阪市都島区中野町二丁目１番５常　勤:    1 継承 現存
     号中西ビル１階 (薬       1) 平26. 5. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 323552-01596 スギ薬局　都島北通店〒534-0014 06-6924-8055株式会社スギ薬局　代 田　和子 平21. 2. 1調剤 薬局
     大阪市都島区都島北通一丁目７番常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     １２号 (薬       1) 平27. 2. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 323652-01604 やすらぎ薬局　内代店〒534-0013 06-6955-2001株式会社　アビメディ長田　明子 平21. 5. 1調剤 薬局
     大阪市都島区内代町一丁目７番１常　勤:    1カル　代表取締役　保 新規 現存
     １号 (薬       1)田　裕司 平27. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 323752-01612 スギ薬局　都島毛馬店〒534-0001 06-6926-2008株式会社スギ薬局　代成瀨　和哉 平21. 6. 1調剤 薬局
     大阪市都島区毛馬町二丁目１０番常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     １号 (薬       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 323852-01620 スギ薬局　都島友渕店〒534-0016 06-4253-3955株式会社スギ薬局　代朝日　麻理香 平22. 1.21調剤 薬局
     大阪市都島区友渕町二丁目１５番常　勤:    1表取締役　 原　栄一 移転 現存
     ２４号 (薬       1) 平28. 1.21
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 323952-01638 マルゼン薬局 〒534-0021 06-6925-8120村田株式会社　代表取山野　由紀子 平22. 4. 1調剤 薬局
     大阪市都島区都島本通三丁目２６常　勤:    1締役　村田　卓 新規 現存
     番２２号 (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:   26
     (薬      26)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 324052-01646 都島センター薬局 〒534-0021 06-6924-7715株式会社フィロソフィ松田　司 平22. 6. 1調剤 薬局
     大阪市都島区都島本通一丁目７番常　勤:    8ア　代表取締役　堅田 移転 現存
     １９号都島楠風ビル１階 (薬       8)　陽介 平28. 6. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 324152-01653 やすらぎ薬局　毛馬店〒534-0001 06-6167-5120株式会社アビメディカ辰巳　明子 平23. 3. 1調剤 薬局
     大阪市都島区毛馬町二丁目９番２常　勤:    1ル　代表取締役　保田 新規 現存
     ７号１Ｆ (薬       1)　裕司 平29. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 324252-01687 スノウチ薬局 〒534-0024 06-6922-1020須之内　康子 須之内　康子 平23. 7. 7調剤 薬局
     大阪市都島区東野田町５丁目１４常　勤:    1 継承 現存
     番１号 (薬       1) 平29. 7. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 324352-01703 アピス薬局　都島店 〒534-0013 06-6926-3501株式会社アピスファー宮澤　聖也 平24. 2. 1調剤 薬局
     大阪市都島区内代町１丁目１番２常　勤:    2マシー　代表取締役　 新規 現存
     ７号１階 (薬       2)川越　敏章 平30. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 324452-01711 そうごう薬局　都島店〒534-0015 06-6924-6781総合メディカル株式会前川　祥子 平24. 3. 1調剤 薬局
     大阪市都島区善源寺町２丁目２番常　勤:    1社　代表取締役　坂本 移転 現存
     ２２号２Ｆ (薬       1)　賢治 平30. 3. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 324552-01729 メディセレ薬局 〒534-0013 06-6371-7711株式会社Ｍｅｄｉｓｅ密原　将志 平24. 4. 1調剤 薬局
     大阪市都島区内代町１丁目２番３常　勤:    2ｒｅ　代表取締役　児 新規 現存
     ２号サンシャイン８８　１Ｆ (薬       2)島　惠美子 平30. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 324652-01737 エムケー薬局 〒534-0011 06-6923-8891株式会社セラフィ　代山崎　眞功 平24. 4. 1調剤 薬局
     大阪市都島区高倉町１丁目１２番常　勤:    1表取締役　松尾　浩 新規 現存
     １３号 (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 324752-01752 マザー薬局 〒534-0002 06-6929-5322織原　志帆 織原　志帆 平24. 6. 1調剤 薬局
     大阪市都島区大東町３丁目４番２常　勤:    1 移転 現存
     ４号１階 (薬       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 324852-01778 クオール薬局京橋駅前〒534-0024 06-4801-8031クオール株式会社　代篠田　典子 平24. 7. 1調剤 薬局
     店 大阪市都島区東野田町２丁目９番常　勤:    2表取締役　中村　敬 組織変更 現存
     ７号Ｋ２ビル１階 (薬       2) 平24. 7. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
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 324952-01786 クオール薬局都島なか〒534-0027 06-6242-2221クオール株式会社　代池田　有希子 平24. 7. 1調剤 薬局
     の店 大阪市都島区中野町１丁目４番７常　勤:    2表取締役　中村　敬 組織変更 現存
     号カーサー桜宮１階 (薬       2) 平24. 7. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 325052-01794 キヨシ薬局　都島店 〒534-0021 06-6924-6678株式会社Ｋーファーム筧　良江 平24. 7. 1調剤 薬局
     大阪市都島区都島本通３丁目２５常　勤:    2ス　代表取締役　宮田 組織変更 現存
     番７号都島コーポ１階１３号 (薬       2)　清 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 325152-01810 大興薬局 〒534-0021 06-6921-3928松田　千惠 松田　千惠 平24.12. 1調剤 薬局
     大阪市都島区都島本通３丁目１５常　勤:    1 組織変更 現存
     番１８号 (薬       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 325252-01828 フォーユー薬局　都島〒534-0021 06-6167-4441株式会社フォーユーメ鳥本　二三代 平25. 6. 1調剤 薬局
     店 大阪市都島区都島本通１丁目４番常　勤:    2ディカル　代表取締役 新規 現存
     １９号 (薬       2)　佐伯　光 平25. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 325352-01844 やすらぎ薬局　京橋店〒534-0023 06-6180-8500株式会社アビメディカ増田　由美子 平25.12. 1調剤 薬局
     大阪市都島区都島南通２丁目１４常　勤:    1ル　代表取締役　保田 新規 現存
     番２５号ダゼアマンション別棟 (薬       1)　裕司 平25.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 325452-01877 ひかり薬局 〒534-0024 06-6242-6615株式会社アカカベ　代宮井　直人 平26. 8. 1調剤 薬局
     大阪市都島区東野田町２丁目３番常　勤:    1表取締役　皆川　友夫 組織変更 現存
     ２７号富士ビル１階 (薬       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 325552-01885 キリン堂薬局　都島医〒534-0021 06-6924-6585株式会社キリン堂　代小西　達也 平26.12. 1調剤 薬局
     療センター前店 大阪市都島区都島本通２丁目１５常　勤:    1表取締役　寺西　豊彦 移転 現存
     番８号１階 (薬       1) 平26.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 325652-01919 京橋薬局 〒534-0024 06-6351-6762加藤　道子 加藤　道子 平27. 1. 4調剤 薬局
     大阪市都島区東野田町４丁目８番常　勤:    3 継承 現存
     １４号天崎ビル１階 (薬       3) 平27. 1. 4
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 325752-01935 イオン薬局　京橋店 〒534-0025 06-6352-4888イオンリテールストア長尾　眞理子 平28. 3. 1調剤 薬局
     大阪市都島区片町２丁目３番５１常　勤:    4株式会社　代表取締役 組織変更 現存
     号イオン京橋店１階 (薬       4)　西松　正人 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 325852-01943 あすか薬局　都島店 〒534-0021 06-6180-9520エムシーエス株式会社荒起　恵美 平28. 7. 1調剤 薬局
     大阪市都島区都島本通三丁目２４常　勤:    2　代表取締役　佐藤　 新規 現存
     番９号　１階 (薬       2)秀樹 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 325952-01950 キリン堂薬局　都島本〒534-0021 06-6924-5067株式会社キリン堂　代小寺　なつ美 平28. 8. 1調剤 薬局
     通店 大阪市都島区都島本通一丁目５番常　勤:    1表取締役　寺西　豊彦 新規 現存
     ２０号 (薬       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 326052-01968 アイセイ薬局　都島店〒534-0016 06-6926-1112株式会社アイセイ薬局杉浦　有加 平28.10. 1調剤 薬局
     大阪市都島区友渕町二丁目１５番常　勤:    1　代表取締役　藤井　 組織変更 現存
     ７号Ｍ．Ｙ．Ｓビル１階 (薬       1)江美 平28.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 326152-01976 クオール薬局都島北通〒534-0014 06-6929-9721クオール株式会社　代松岡　哲志 平29. 3. 1調剤 薬局
     店 大阪市都島区都島北通一丁目１３常　勤:    6表取締役　中村　敬 移転 現存
     番１６号　１階 (薬       6) 平29. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 326252-01984 かりん薬局 〒534-0021 06-6929-1821一般社団法人ファーマ中川　文彦 平29. 4. 1調剤 薬局
     大阪市都島区都島本通３丁目２３常　勤:    1メイトにじ・おおさか 組織変更 現存
     番１９号エクセレント都島１Ｆ (薬       1)　理事長　松本　直生 平29. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 326352-01992 みゆき薬局 〒534-0022 06-6180-7202海野　賢太郎 海野　賢太郎 平29. 5. 1調剤 薬局
     大阪市都島区都島中通３丁目５番常　勤:    1 新規 現存
     ６号　１Ｆ (薬       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 326452-02008 アポロン薬局 〒534-0021 06-6924-7350福田　成俊 馬 　かずみ 平29. 6. 1調剤 薬局
     大阪市都島区都島本通３丁目８番常　勤:    1 継承 現存
     ５号１Ｆ (薬       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 326552-02016 クローバー薬局 〒534-0014 06-6929-5061ジョブ・クローバー株大内　美和子 平29. 6. 1調剤 薬局
     大阪市都島区都島北通１丁目３番常　勤:    1式会社　代表取締役　 移転 現存
     １９号小山ビル１階 (薬       1)髙橋　郁夫 平29. 6. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 326652-02024 ウエルシア薬局　都島〒534-0016 06-6924-7603ウエルシア薬局株式会平下　綾香 平29.10. 1調剤 薬局
     友渕店 大阪市都島区友渕町二丁目１０番常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     ２１号 (薬       1)　秀晴 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 326752-02032 都島パール薬局 〒534-0023 06-6922-7650有限会社都島パール薬松田　佐智栄 平29.11. 1調剤 薬局
     大阪市都島区都島南通２丁目４番常　勤:    2局　代表取締役　布谷 組織変更 現存
     １１号１Ｆ (薬       2)　志郎 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 326852-02040 サエラ薬局　都島店 〒534-0021 06-6927-7150株式会社サエラファー鈴木　雅登 平30. 1. 1調剤 薬局
     大阪市都島区都島本通５丁目１４常　勤:    3マシーズ　代表取締役 組織変更 現存
     番１１号１Ｆ (薬       3)　小池　由久 平30. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 326952-02057 クローバー薬局 〒534-0021 06-6929-5881ジョブ・クローバー株金子　啓子 平30. 5. 1調剤 薬局
     大阪市都島区都島本通三丁目９番常　勤:    1式会社　代表取締役　 移転 現存
     ２０号１階 (薬       1)高橋　郁夫 平30. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 327052-02065 あけぼの薬局　都島店〒534-0001 06-6180-8080株式会社ひなたファー茂見　智代 平30. 5. 1調剤 薬局
     大阪市都島区毛馬町２－１１－３常　勤:    1マシー　代表取締役　 組織変更 現存
     ６－１０５ (薬       1)佐藤　陽 平30. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327153-00091 日新堂薬局 〒592-0013 0722-71-0902吉尾　政子 吉尾　政子 昭32.10. 1調剤 薬局
     高石市取石一丁目１２番２２号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327253-00497 光洋薬局 〒592-0002 0722-62-8517川端　正二 川端　正二 平 7. 7. 1調剤 薬局
     高石市羽衣五丁目１５番８号 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327353-00513 ヨシダ薬局 〒592-0014 0722-65-1633吉田　俊夫 吉田　俊夫 平 8. 1. 1調剤 薬局
     高石市綾園一丁目１０番１号 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327453-00588 高石ウェル薬局 〒592-0012 072-263-3722有限会社ウェル・メデ矢野　通啓 平11. 4. 1調剤 薬局
     高石市西取石三丁目２３番２０号常　勤:    3ィック　代表取締役　 新規 現存
     (薬       3)北西　弘佳 平29. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327553-00620 フタツカ薬局　羽衣 〒592-0002 072-267-6001株式会社大新堂　代表山田　明世 平15. 4. 1調剤 薬局
     高石市羽衣四丁目５番１４号 常　勤:    3取締役　二塚　安子 新規 現存
     (薬       3) 平27. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327653-00646 あかね薬局 〒592-0005 072-263-5860西田　茂 西田　茂 平15.11. 1調剤 薬局
     高石市千代田五丁目１８番１３号常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平27.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327753-00653 アスカ薬局 〒592-0004 072-266-3067有限会社アネシス　代奥村　橘子 平18. 6. 1調剤 薬局
     高石市高師浜三丁目２０番２６号常　勤:    1表取締役　奥村　一隆 新規 現存
     (薬       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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 327853-00679 阪神調剤薬局　羽衣店〒592-0003 072-262-3070株式会社プチファーマ野崎　浩史 平20. 3. 1調剤 薬局
     高石市東羽衣七丁目１２番１３号常　勤:    1シスト　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)柳生　美江 平26. 3. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327953-00729 エンジェル薬局 〒592-0002 072-267-4647株式会社　グランドブ龍神　博之 平22. 6. 1調剤 薬局
     高石市羽衣一丁目１０番１４号 常　勤:    1レイン　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)溝上　大啓 平28. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 328053-00737 ふたば薬局 〒592-0005 072-267-2800株式会社ふたば　代表奥野　拓 平22. 7. 1調剤 薬局
     高石市千代田一丁目２番４号 常　勤:    2取締役　奥野　拓 新規 現存
     (薬       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 328153-00745 幸生堂薬局 〒592-0003 072-267-1400株式会社ヘルシーワー玉置　里佳 平22.11. 1調剤 薬局
     高石市東羽衣三丁目２番２１ 常　勤:    2ク　代表取締役　福本 新規 現存
     (薬       2)　康幸 平28.11. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 328253-00752 いちばんぼし薬局 〒592-0005 072-261-1150ダイドー薬品株式会社山本　晶子 平22.12. 1調剤 薬局
     高石市千代田一丁目９番２１号 常　勤:    3　代表取締役　山本　 新規 現存
     (薬       3)新一郎 平28.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 328353-00760 まんてん堂薬局 〒592-0003 072-242-6580西村　邦子 西村　邦子 平23.11. 1調剤 薬局
     高石市東羽衣３丁目１５－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 328453-00778 ウェーブ薬局 〒592-0013 072-349-8767ウェーブ薬局株式会社高谷　一成 平23.12. 1調剤 薬局
     高石市取石２丁目２番７号 常　勤:    3　代表取締役　中村　 新規 現存
     (薬       3)和憲 平29.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 328553-00794 伽羅橋薬局 〒592-0004 072-262-9534齊藤　悦子 齊藤　悦子 平24. 1. 1調剤 薬局
     高石市高師浜１丁目２－１０ 常　勤:    2 継承 現存
     (薬       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 328653-00810 つつじ薬局 〒592-0014 072-266-7331株式会社つつじ薬局　宮﨑　雅充 平24.12. 1調剤 薬局
     高石市綾園７丁目５－６８ 常　勤:    2代表取締役　宮﨑　雅 組織変更 現存
     (薬       2)充 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 328753-00844 とんぼ薬局 〒592-0013 072-349-7763岡野　倫明 安田　昌徳 平25. 5. 1調剤 薬局
     高石市取石１丁目１４－２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 328853-00869 ヨシダ薬局　エル店 〒592-0014 072-267-0950吉田　俊夫 部谷　直子 平27. 1. 1調剤 薬局
     高石市綾園１丁目１２－８　１０常　勤:    2 移転 現存
     １号室 (薬       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 328953-00877 エンジェル薬局　アシ〒592-0002 072-267-4816株式会社グランドブレ山下　和朗 平27. 4. 1調剤 薬局
     スト 高石市羽衣１丁目１０－１９治村常　勤:    1イン　代表取締役　溝 新規 現存
     羽衣駅前ビル１階 (薬       1)上　大啓 平27. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 329053-00893 フミヨ薬局 〒592-0014 072-266-0077株式会社フミヨ薬局　北野　耕一 平28. 3. 1調剤 薬局
     高石市綾園１丁目１２－２４ 常　勤:    3代表取締役　北野　耕 組織変更 現存
     (薬       3)一 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 329153-00919 太田薬局 〒592-0013 072-260-2174株式会社ウェル　代表井田　哲智 平28. 4. 1調剤 薬局
     高石市取石一丁目１３番２号－１常　勤:    2取締役　井田　哲智 組織変更 現存
     階 (薬       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 329253-00927 ミズノ薬局 〒592-0004 072-265-5915株式会社Ｙ＆Ｙ　代表八野　孝光 平28. 7. 1調剤 薬局
     高石市高師浜三丁目２１番１号 常　勤:    1取締役　八野　芳已 組織変更 現存
     (薬       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
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 329353-00935 花美月薬局　羽衣 〒592-0002 072-247-7505株式会社シナジーコー清水　茂子 平28. 8. 1調剤 薬局
     高石市羽衣一丁目１２－２５　マ常　勤:    1ポレーション　代表取 新規 現存
     ーレ羽衣１階 (薬       1)締役　田口　昌弘 平28. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 329453-00943 ウエルシア薬局　高石〒592-0003 072-267-0295ウエルシア薬局株式会生嶋　健司 平28.10. 1調剤 薬局
     東羽衣店 高石市東羽衣四丁目８－２２ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平28.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 329553-00950 アイセイ薬局　高石店〒592-0014 0722-65-1160株式会社アイセイ薬局佐藤　真一 平28.10. 1調剤 薬局
     高石市綾園一丁目１番１５号 常　勤:    4　代表取締役　藤井　 組織変更 現存
     (薬       4)江美 平28.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 329653-00968 アイセイ薬局　はごろ〒592-0002 072-261-0803株式会社アイセイ薬局辻井　公子 平28.10. 1調剤 薬局
     も店 高石市羽衣一丁目１０番１７号 常　勤:    4　代表取締役　藤井　 組織変更 現存
     (薬       4)江美 平28.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 329753-00976 スギ薬局　高石駅前店〒592-0014 072-246-9571株式会社スギ薬局　代殿谷　直也 平30. 3. 1調剤 薬局
     高石市綾園一丁目１４番２８号 常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 329853-00984 オリーブ薬局 〒592-0011 072-268-6111一般社団法人泉州メデ平松　眞理子 平30. 4. 1調剤 薬局
     高石市加茂一丁目２番３号 常　勤:    1ィカ　代表理事　藤井 組織変更 現存
     (薬       1)　美和子 平30. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 329953-00992 あけぼの薬局　高石店〒592-0013 072-289-5740株式会社ひなたファー平山　浩一 平30. 5. 1調剤 薬局
     高石市取石２丁目３６－４１ 常　勤:    1マシー　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       1)佐藤　陽 平30. 5. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 330054-00297 薬泉堂薬局 〒595-0805 0725-22-5505株式会社　ヤクセンド比良野　俊治 昭63. 1.28調剤 薬局
     泉北郡忠岡町忠岡東一丁目１８番常　勤:    2ー　代表取締役　比良 新規 現存
     １９号中田ビル１階 (薬       2)野　俊治 平30. 1.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 330154-00362 さくらい薬局 〒595-0805 0725-31-3141株式会社さくらい薬局辻内　秀美 平21. 5.31調剤 薬局
     泉北郡忠岡町忠岡東一丁目２１番常　勤:    1　代表取締役　櫻井　 組織変更 現存
     ２７号 (薬       1)善章 平27. 5.31
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 330254-00370 オレンジ薬局　忠岡駅〒595-0805 0725-21-6882株式会社プチファーマ藤﨑　小百合 平23. 8. 1調剤 薬局
     前店 泉北郡忠岡町忠岡東１丁目１３２常　勤:    1シスト　代表取締役　 新規 現存
     －６ショップ南海忠岡１階 (薬       1)柳生　美江 平29. 8. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 330354-00396 忠岡プラザ薬局 〒595-0805 0725-23-0212株式会社ミルキーファ島田　政幸 平29. 7. 1調剤 薬局
     泉北郡忠岡町忠岡東１丁目４０－常　勤:    1ーマシー　代表取締役 組織変更 現存
     ２５ (薬       1)　松山　喜範 平29. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 330454-00404 ベビーベア薬局 〒595-0801 0725-44-5222西村　園子 楠　春美 平29.12. 1調剤 薬局
     泉北郡忠岡町高月北２丁目１６－常　勤:    1 新規 現存
     ３４ (薬       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 330554-00412 百薬堂薬局 〒595-0811 0725-31-1388株式会社サジエス　代 本　まり子 平29.11. 1調剤 薬局
     泉北郡忠岡町忠岡北一丁目３番８常　勤:    1表取締役　清原　佳世 組織変更 現存
     号 (薬       1) 平29.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 330655-00450 八尾保健薬局 〒581-0847 0729(23)0316北村　早智子 北村　早智子 昭46. 4. 1調剤 薬局
     八尾市東山本町１－４－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 330755-00872 小泉薬局 〒581-0016 0729-93-4931小泉　貞志 小泉　貞志 昭54. 4.13調剤 薬局
     八尾市八尾木北５－１２３－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 4.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 330855-01094 ハンナ薬局 〒581-0027 0729-94-9852河合　律子 河合　律子 昭58. 3. 1調剤 薬局
     八尾市八尾木５－１６４ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 330955-01128 ふじ薬局 〒581-0081 0729-91-8325山田　寧子 李　寧宣（山田寧子）昭58. 6. 7調剤 薬局
     八尾市南本町六丁目６番３７号 常　勤:    1 移転 現存
     (薬       1) 平28. 6. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 331055-01144 恩智ヘルスファーマシ〒581-0883 072-941-5591恩智ヘルスファーマシ堀江　好子 昭58.11.18調剤 薬局
     ィ薬局 八尾市恩智中町１－１５１ 常　勤:    4ー株式会社　代表取締 組織変更 現存
     (薬       4)役　堀江　隆弘 平28.11.18
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 331155-01151 八尾薬局 〒581-0003 0729-22-2091小倉　一幸 小倉　一幸 昭59. 1. 4調剤 薬局
     八尾市本町七丁目７番９号小倉ビ常　勤:    1 継承 現存
     ル１階 (薬       1) 平29. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 331255-01193 青龍堂薬局 〒581-0068 0729(92)7270宋　鉄晩 宋　鉄晩 昭61. 3. 1調剤 薬局
     八尾市跡部北の町三丁目２番６号常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 331355-01276 プラザ薬局 〒581-0004 0729-92-0111株式会社プラザ薬局　稲村　正宏 平元.10. 2調剤 薬局
     八尾市東本町三丁目５番３号プラ常　勤:    4代表取締役　小田　典 組織変更 現存
     ザサントリアビル１階 (薬       4)央 平28.10. 2
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 331455-01284 オチ薬局 〒581-0015 0729(93)1913越智　夕貴子 越智　夕貴子 平 3. 8. 1調剤 薬局
     八尾市刑部三丁目２５番地 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 331555-01300 ライフ八尾南薬局 〒581-0038 0729-48-7320株式会社ライフ八尾南韓　隆根（西原隆根）平 3.11. 1調剤 薬局
     八尾市若林町１番８７号 常　勤:    1薬局　代表取締役　松 新規 現存
     (薬       1)山　成悟 平24.11. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 331655-01334 成美薬局 〒581-0868 0729-97-8825屋敷　美代子 屋敷　美代子 平 4. 9. 1調剤 薬局
     八尾市西山本町六丁目６番４３号常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 331755-01383 東光第一薬局 〒581-0021 072-994-8876株式会社東光第一薬局辻　正史 平 5. 4. 1調剤 薬局
     八尾市山本高安町二丁目１３番２常　勤:    6　代表取締役　島瀬　 新規 現存
     号 (薬       6)麻彦 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 331855-01425 小林薬局 〒581-0004 072-922-7778小林　美智夫 本賀　美華 平 5.10. 1調剤 薬局
     八尾市東本町三丁目６番２２号 常　勤:    3 新規 現存
     (薬       3) 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 331955-01474 アップルプラス薬局 〒581-0003 0729-22-7278株式会社　アップルプ中谷　理恵子 平 6.10. 1調剤 薬局
     八尾市本町五丁目１番３号グラン常　勤:    1ラス　代表取締役　吉 新規 現存
     フェル八尾１階 (薬       1)井　信幸 平24.10. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 332055-01599 八尾阪神薬局 〒581-0003 072-991-5034シグマ薬品株式会社　岸野　匡泰 平 8. 9. 1調剤 薬局
     八尾市本町五丁目６番１２号 常　勤:    1代表取締役　奥谷　 新規 現存
     (薬       1)一 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 332155-01631 ヤオアップル薬局 〒581-0082 0729-95-1757有限会社ヨツイ　代表松原　秋惠 平10. 1. 1調剤 薬局
     八尾市相生町三丁目２番４号 常　勤:    2取締役　四維　勝雄 新規 現存
     (薬       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 332255-01649 ユゲ薬局 〒581-0025 0729-49-0018寺本　多恵子 寺本　多恵子 平10. 1. 1調剤 薬局
     八尾市天王寺屋六丁目２４ 常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 332355-01672 青葉堂薬局 〒581-0803 0729-90-5670株式会社青葉堂　代表横林　寛宣 平10. 6. 1調剤 薬局
     八尾市光町一丁目２６片岡第４ビ常　勤:    1取締役　野村　卓三 新規 現存
     ル１階 (薬       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 332455-01706 河内薬局 〒581-0032 0729-49-6163濱本　正人 平10. 8.28調剤 薬局
     八尾市弓削町一丁目３番地大和ビ常　勤:    1 移転 現存
     ル１階１－Ｃ号 (薬       1) 平28. 8.28
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 332555-01714 クレヨン薬局 〒581-0013 072-924-9888有限会社かんまき　代神牧　昌生 平11. 2. 1調剤 薬局
     八尾市山本町南一丁目１０番６号常　勤:    1表取締役　神牧　昌生 新規 現存
     山本スターライトビル１階 (薬       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 332655-01755 安心堂薬局 〒581-0085 072-925-8989有限会社　福寿堂　代山下　章子 平11.11. 1調剤 薬局
     八尾市安中町三丁目７番５号 常　勤:    2表取締役　菊地　良子 新規 現存
     (薬       2) 平29.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 332755-01763 アップルプラス薬局 〒581-0801 072-925-7333株式会社　アップルプ成松　幾代 平12. 1. 1調剤 薬局
     八尾市山城町一丁目１番ペントモ常　勤:    1ラス　代表取締役　吉 新規 現存
     ール八尾１番街２号 (薬       1)井　信幸 平30. 1. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 332855-01789 みどり薬局 〒581-0022 072-922-3620有限会社　ブルースカ篠原　裕子 平12. 4. 1調剤 薬局
     八尾市柏村町四丁目３１１番１号常　勤:    1イ　代表取締役　左近 新規 現存
     (薬       1)　博 平30. 4. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 332955-01805 プラザ薬局 〒581-0031 0729-20-6000株式会社プラザ薬局　池松　千佳 平12. 7. 1調剤 薬局
     八尾市志紀町二丁目４６番地　小常　勤:    3代表取締役　小田　典 新規 現存
     枝ビルⅡ　１０１号 (薬       3)央 平24. 7. 1
     非常勤:   25
     (薬      25)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 333055-01847 美好橋薬局 〒581-0867 0729-92-9393有限会社　地域にねざ山口　友希子 平12.10. 1調剤 薬局
     八尾市山本町四丁目１番１５号 常　勤:    2す薬局山本ファルマプ 新規 現存
     (薬       2)ラン　取締役　中野　 平24.10. 1
     非常勤:    3英昭
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 333155-01888 カイセイ薬局 〒581-0815 0729-25-1961株式会社育星会　代表木村　玲子 平14. 4. 1調剤 薬局
     八尾市宮町六丁目６番１５号 常　勤:    2取締役　飯田　彰 新規 現存
     (薬       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 333255-01896 萩薬局 〒581-0074 0729-25-2501的場　哲 的場　哲 平14. 4. 1調剤 薬局
     八尾市栄町一丁目４番２号 常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 333355-01920 関西ドラッグストア薬〒581-0868 0729-97-6070新テイコク薬業株式会藤川　将純 平14. 7. 1調剤 薬局
     局 八尾市西山本町三丁目６番１５号常　勤:    1社　代表取締役　藤川 新規 現存
     (薬       1)　良純 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 333455-01946 田中薬局 〒581-0031 0729-49-5293谷　博夫 谷　博夫 平14.11. 1調剤 薬局
     八尾市志紀町二丁目１６３番 常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 333555-01953 うめ薬局 〒581-0081 0729-25-6820有限会社ツバイ　代表木村　奈加 平15. 1. 1調剤 薬局
     八尾市南本町四丁目１番３４号 常　勤:    4取締役　中村　和也 新規 現存
     (薬       4) 平27. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 333655-01961 いぬい薬局 〒581-0037 0729-49-5043有限会社キューブ　代乾　麻衣子 平14.12. 1調剤 薬局
     八尾市太田五丁目４３番地 常　勤:    1表取締役　乾　信平 組織変更 現存
     (薬       1) 平26.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 333755-02001 そうごう薬局 〒581-0802 0729-24-8571総合メディカル株式会福田　祥子 平15. 8. 1調剤 薬局
     八尾市北本町二丁目１５番２７号常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     木村ビル１階 (薬       1)　賢治 平27. 8. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 333855-02019 エイコー薬局 〒581-0033 0729-20-2066有限会社安田薬局　代安田　誠 平15. 9. 1調剤 薬局
     八尾市志紀町南一丁目９３番地１常　勤:    1表取締役　安田　誠 新規 現存
     (薬       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 333955-02027 ヤマムラ薬局 〒581-0092 0729-91-8054山村　万里子 山村　万里子 平15. 7. 7調剤 薬局
     八尾市老原五丁目１９５番地 常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平27. 7. 7
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 334055-02035 タムタム薬局 〒581-0016 0729-45-8686有限会社タムラ　取締塩井　春奈 平15.12. 1調剤 薬局
     八尾市八尾木北三丁目３４０番リ常　勤:    3役　田村　知代 新規 現存
     ープハーベン八尾木１階５号 (薬       3) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 334155-02043 うめ薬局　市立病院前〒581-0068 0729-25-1131有限会社ツバイ　代表鮫島　清仁 平16. 1. 1調剤 薬局
     店 八尾市跡部北の町二丁目１番４０常　勤:   10取締役　中村　和也 新規 現存
     号 (薬      10) 平28. 1. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 334255-02050 ココカラファイン薬局〒581-0025 0729-20-3611株式会社ココカラファ趙　佳耶（原田佳耶）平16. 4. 1調剤 薬局
     　志紀店 八尾市天王寺屋七丁目５２番地 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28. 4. 1
     非常勤:   23
     (薬      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 334355-02084 東光第一薬局 〒581-0853 0729-40-5870株式会社東光第一薬局中家　規善 平16. 7. 1調剤 薬局
     八尾市楽音寺一丁目７３番地 常　勤:    3　代表取締役　島瀬　 新規 現存
     (薬       3)麻彦 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 334455-02126 ルピナス薬局　八尾店〒581-0831 0729-25-5566株式会社ニューメリダ能重　忍 平16. 8. 1調剤 薬局
     八尾市山本町北七丁目８番３８号常　勤:    2　代表取締役　能重　 組織変更 現存
     (薬       2)忍 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 334555-02167 プラザ薬局　太田店 〒581-0037 0729-49-6543株式会社プラザ薬局　山﨑　高 平16.12. 1調剤 薬局
     八尾市太田七丁目５５番地の２ 常　勤:    4代表取締役　小田　典 移転 現存
     (薬       4)央 平28.12. 1
     非常勤:   23
     (薬      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 334655-02175 ゆうあい薬局 〒581-0020 072-925-5112有限会社ゆうあい　代松倉　由樹 平17. 3. 1調剤 薬局
     八尾市曙川東一丁目２２番地恩智常　勤:    1表取締役　松倉　由樹 新規 現存
     駅前プラザビル１階６号室 (薬       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
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 334755-02191 シグマ薬局 〒581-0013 072-925-7290ジー・シグマ有限会社辰田　美穂 平17. 8. 1調剤 薬局
     八尾市山本町南一丁目１２番１８常　勤:    1　代表取締役　奥谷　 新規 現存
     号 (薬       1)英一 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 334855-02209 プラザ薬局　久宝寺店〒581-0068 072-990-0188株式会社プラザ薬局　 平17. 6.27調剤 薬局
     八尾市跡部北の町三丁目１番２６常　勤:    2代表取締役　小田　典 移転 現存
     号ＪＲ久宝寺クリニックビル１階(薬       2)央 平29. 6.27
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 334955-02225 かりん薬局 〒581-0871 072-995-6615株式会社豊紙器　代表酒井　敏行 平17.11. 1調剤 薬局
     八尾市高安町北七丁目２３番２ 常　勤:    3取締役　酒井　敏行 新規 現存
     (薬       3) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 335055-02266 プラザ薬局　ＪＲ八尾〒581-0085 072-925-8088株式会社プラザ薬局　南　雅子 平18. 5. 1調剤 薬局
     店 八尾市安中町三丁目５番１４号Ｊ常　勤:    2代表取締役　小田　典 新規 現存
     Ｒ八尾クリニックビル１階 (薬       2)央 平30. 5. 1
     非常勤:   18
     (薬      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 335155-02274 アップルプラス薬局 〒581-0802 0729-91-4455株式会社アップルプラ中原　久弥子 平18. 6. 1調剤 薬局
     八尾市北本町二丁目８番９号 常　勤:    2ス　代表取締役　吉井 新規 現存
     (薬       2)　信幸 平30. 6. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 335255-02290 クローバー薬局 〒581-0003 072-994-1002株式会社ライプ　代表勝山　千男 平18. 8. 1調剤 薬局
     八尾市本町二丁目３番６号イース常　勤:    1取締役　勝山　千男 新規 現存
     タンビル１０１ (薬       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 335355-02308 スター薬局　八尾店 〒581-0004 072-995-7300有限会社スターメディ荻田　育雄 平18. 8. 1調剤 薬局
     八尾市東本町三丁目７番３４号 常　勤:    4カル　取締役　芝田　 新規 現存
     (薬       4) 二郎 平24. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 335455-02332 ゆうゆう薬局 〒581-0027 072-992-9225有限会社サンライズ・前田　恵子 平19. 3. 1調剤 薬局
     八尾市八尾木二丁目８番地 常　勤:    1プランニング　代表取 新規 現存
     (薬       1)締役　末永　晃 平25. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 335555-02373 のぞみ薬局　久宝寺店〒581-0072 072-923-8777株式会社アビメディカ夏目　大輔 平19.10. 1調剤 薬局
     八尾市久宝寺一丁目１番１４号 常　勤:    1ル　代表取締役　保田 新規 現存
     (薬       1)　裕司 平25.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 335655-02381 プラザ薬局明美店 〒581-0086 072-992-4372株式会社プラザ薬局　豊口　雅子 平19.10. 1調剤 薬局
     八尾市陽光園二丁目１番１６号 常　勤:    1代表取締役　小田　典 組織変更 現存
     (薬       1)央 平25.10. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 335755-02415 愛和保健薬局 〒581-0085 0729-22-8531有限会社渡商　代表取増田　利佳子 平20.10. 1調剤 薬局
     八尾市安中町四丁目２番１６号シ常　勤:    1締役　渡辺　みさ子 新規 現存
     ティコート・ルーエ１階 (薬       1) 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 335855-02431 エンジェル薬局 〒581-0007 072-983-5221株式会社ウィング　代伊藤　祥子 平21. 1. 1調剤 薬局
     八尾市光南町一丁目３番２０号 常　勤:    1表取締役　森下　明美 新規 現存
     (薬       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 335955-02449 八尾健民薬局 〒581-0802 072-990-3215株式会社メディコンフ西田　昌孝 平21. 4. 1調剤 薬局
     八尾市北本町二丁目１０番５７号常　勤:    3ィア　代表取締役　山 新規 現存
     (薬       3)村　幸久 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 336055-02456 プラザ薬局　山本店 〒581-0867 072-990-0800株式会社プラザ薬局　巽　俊宏 平21. 4. 1調剤 薬局
     八尾市山本町一丁目３番２０号や常　勤:    2代表取締役　小田　典 新規 現存
     まもとクリニックビル１階 (薬       2)央 平27. 4. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 336155-02472 テレサ薬局 〒581-0053 06-6709-0001株式会社ケイ・エム・國枝　伸吾 平22. 2. 1調剤 薬局
     八尾市竹渕東三丁目４番 常　勤:    1シー　代表取締役　松 新規 現存
     (薬       1)山　喜範 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 336255-02480 紀北薬局　やお店 〒581-0072 072-998-3777株式会社エーエム・サ奥村　多英 平22. 3. 1調剤 薬局
     八尾市久宝寺三丁目１５番３４号常　勤:    1ポート　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)上能　聖子 平28. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 336355-02498 のぞみ薬局　北久宝寺〒581-0071 072-943-0306株式会社アビメディカ浅田　若葉 平22. 4. 1調剤 薬局
     店 八尾市北久宝寺一丁目４番８１ー常　勤:    1ル　代表取締役　保田 新規 現存
     １０７号 (薬       1)　裕司 平28. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 336455-02506 キリン薬局 〒581-0021 072-990-1558株式会社キリンメディ佐久間　佐恵子 平22. 4. 1調剤 薬局
     八尾市山本高安町二丁目１３番４常　勤:    4カル　代表取締役　大 新規 現存
     号 (薬       4)西　龍二 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 336555-02514 白鳥薬局 〒581-0816 072-924-4881株式会社　ウィング　中西　弘樹 平22. 5. 1調剤 薬局
     八尾市佐堂町三丁目６８番 常　勤:    4代表取締役　森下　明 移転 現存
     (薬       4)美 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 336655-02522 プラザ薬局　青山店 〒581-0011 072-990-6225株式会社　プラザ薬局奥村　隆司 平22. 6. 1調剤 薬局
     八尾市若草町１番３号 常　勤:    1　代表取締役　小田　 新規 現存
     (薬       1)典央 平28. 6. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 336755-02530 サン薬局 〒581-0004 072-921-4152藤倉　眞 藤倉　なお子 平22. 7. 1調剤 薬局
     八尾市東本町３－６－１５サン・常　勤:    2 新規 現存
     アズール１階 (薬       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 336855-02548 薬局マツモトキヨシ八〒581-0803 072-928-5030株式会社マツモトキヨ林　重臣 平22.10. 1調剤 薬局
     尾店 八尾市光町１丁目３２ 常　勤:    7シ　代表取締役　大田 新規 現存
     (薬       7)　貴雄 平28.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 336955-02563 太子堂薬局 〒581-0056 072-995-5926株式会社プチファーマ篠原　浩一 平22.12. 1調剤 薬局
     八尾市南太子堂二丁目１番地５９常　勤:    1シスト　代表取締役　 組織変更 現存
     号 (薬       1)柳生　美江 平28.12. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 337055-02571 セガミ薬局　久宝寺店〒581-0069 072-928-6094株式会社ココカラファ酒井　一美 平23. 4. 1調剤 薬局
     八尾市龍華町一丁目４番２号メガ常　勤:    1イン　ヘルスケア　代 新規 現存
     シティタワーズ２階 (薬       1)表取締役　塚本　厚志 平29. 4. 1
     非常勤:   33
     (薬      33)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 337155-02597 ヒカリ薬局 〒581-0803 072-923-0089有限会社ヒカリ薬局　畑間　昌利 平23. 8. 1調剤 薬局
     八尾市光町二丁目１８０番８号 常　勤:    1代表取締役　田中　宏 移転 現存
     (薬       1)子 平29. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 337255-02605 池田屋薬局 〒581-0084 072-920-7591池田　勝 池田　勝 平24. 5. 1調剤 薬局
     八尾市植松町５丁目５－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 337355-02613 クオール薬局南木の本〒581-0042 072-995-3630クオール株式会社　代高松　裕子 平24. 7. 1調剤 薬局
     店 八尾市南木の本２丁目２１－４１常　勤:    1表取締役　中村　敬 組織変更 現存
     (薬       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 337455-02639 ながお大和橋薬局 〒581-0831 072-983-6802有限会社ライトリー　永尾　信輔 平25. 1. 1調剤 薬局
     八尾市山本町北３丁目１０－９ 常　勤:    1代表取締役　正木　惠 新規 現存
     (薬       1)子 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 337555-02654 龍華薬局 〒581-0061 072-924-0023株式会社アイム　代表山本　昌美 平25. 4. 1調剤 薬局
     八尾市春日町１丁目８－２９ 常　勤:    4取締役　佐藤　秀樹 組織変更 現存
     (薬       4) 平25. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 337655-02662 ライフォート久宝寺駅〒581-0069 072-928-7665株式会社ココカラファ島　智司 平25. 4. 1調剤 薬局
     前薬局 八尾市龍華町２丁目１－１坂本ビ常　勤:    1インヘルスケア　代表 組織変更 現存
     ル２階 (薬       1)取締役　塚本　厚志 平25. 4. 1
     非常勤:   23
     (薬      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 337755-02688 ゆうき薬局 〒581-0802 072-999-3189中川　雄喜 中川　雄喜 平25. 8. 1調剤 薬局
     八尾市北本町２丁目１２－２４北常　勤:    1 新規 現存
     本町マルシゲビル１階 (薬       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 337855-02696 八尾日本薬局 〒581-0003 072-990-0888有限会社日本薬局　代田村　雅彦 平25.12. 1調剤 薬局
     八尾市本町７丁目７－１４ 常　勤:    1表取締役　上 　徹身 移転 現存
     (薬       1) 平25.12. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 337955-02704 エムハート薬局　栄町〒581-0074 072-928-6011株式会社ミック　代表大住　尊貞 平26. 1. 1調剤 薬局
     店 八尾市栄町２丁目１－１８ 常　勤:    2取締役　中川　春原 組織変更 現存
     (薬       2) 平26. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 338055-02720 さくら薬局　八尾店 〒581-0864 072-940-5800株式会社テラ・ヘルス大谷　みゆき 平26.10. 1調剤 薬局
     八尾市大字山畑４－１ 常　勤:    2プロモーション　代表 新規 現存
     (薬       2)取締役　赤松　優仁 平26.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 338155-02738 ウエルシア薬局　八尾〒581-0018 072-928-5610ウエルシア薬局株式会羽渕　友哉 平26. 9. 1調剤 薬局
     青山店 八尾市青山町４丁目５－１２ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 組織変更 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 338255-02746 ウエルシア薬局　八尾〒581-0851 072-928-6588ウエルシア薬局株式会 　佑也 平27. 1. 1調剤 薬局
     上尾店 八尾市上尾町１丁目４－１ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平27. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 338355-02753 さつき薬局　八尾木店〒581-0016 072-926-9308株式会社アベニール　松田　圭英子 平27. 1. 1調剤 薬局
     八尾市八尾木北３丁目１２４－１常　勤:    5代表取締役　松田　太 組織変更 現存
     ＳＬＩＴ八尾木１０１ (薬       5)郎 平27. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 338455-02779 近畿調剤八尾栄町薬局〒581-0074 072-999-1333近畿調剤株式会社　代齋藤　由美 平27. 6. 1調剤 薬局
     八尾市栄町１丁目１－１１ 常　勤:    2表取締役　吉川　正男 新規 現存
     (薬       2) 平27. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 338555-02787 サンライト薬局　ウェ〒581-0004 072-806-0777株式会社アクセスライ益田　卓子 平27. 8. 1調剤 薬局
     ルビーイング　八尾店八尾市東本町３丁目９－１９リバ常　勤:    4フ　代表取締役　住川 新規 現存
     ティ八尾１１２号室 (薬       4)　奈美 平27. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 338655-02795 アルファー薬局 〒581-0013 072-997-6663中野　道雄 中野　道雄 平27.12. 1調剤 薬局
     八尾市山本町南１丁目３－１７マ常　勤:    1 移転 現存
     ルキチビル１階 (薬       1) 平27.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 338755-02803 あすか薬局　志紀店 〒581-0033 072-943-3161エムシーエス株式会社 平28. 2. 1調剤 薬局
     八尾市志紀町南２丁目１０３－２常　勤:    2　代表取締役　佐藤　 新規 現存
     (薬       2)秀樹 平28. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 338855-02811 プラチナ薬局　八尾店〒581-0007 072-943-4955株式会社ＹＵ　代表取吉塚　雄輔 平28. 5. 1調剤 薬局
     八尾市光南町一丁目２－２７沼卯常　勤:    1締役　吉塚　雄輔 組織変更 現存
     ビル１階 (薬       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 338955-02837 ウエルシア薬局　八尾〒581-0002 072-990-5813ウエルシア薬局株式会森本　翔太 平29. 2. 1調剤 薬局
     東久宝寺店 八尾市東久宝寺三丁目１１番１４常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     号 (薬       1)　秀晴 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 339055-02845 アイン薬局八尾店 〒581-0005 072-920-4302株式会社アインファー大西　敦子 平29. 5. 1調剤 薬局
     八尾市荘内町２丁目２－３６ 常　勤:    2マシーズ　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　大石　美也 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 339155-02852 あんず薬局 〒581-0025 072-929-0021一般社団法人大阪ファ入江　史江 平29. 4. 1調剤 薬局
     八尾市天王寺屋４丁目１７６ 常　勤:    1イン　理事長　山下　 組織変更 現存
     (薬       1)正洋 平29. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 339255-02860 プラザ薬局　桜ケ丘店〒581-0869 072-990-1555株式会社プラザ薬局　今井　善信 平29. 9. 1調剤 薬局
     八尾市桜ケ丘１丁目１１ 常　勤:    2代表取締役　小田　典 新規 現存
     (薬       2)央 平29. 9. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 339355-02878 ココカラファイン薬局〒581-0036 072-949-1911株式会社ココカラファ安　裕一 平29.10. 1調剤 薬局
     　イズミヤ八尾店 八尾市沼一丁目１番地　イズミヤ常　勤:    2インヘルスケア　代表 組織変更 現存
     八尾店１階 (薬       2)取締役　塚本　厚志 平29.10. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 339455-02886 サエラ薬局　八尾店 〒581-0818 072-990-3633株式会社サエラ薬局　中橋　大輔 平30. 1. 1調剤 薬局
     八尾市美園町４丁目１５５－３ 常　勤:    2代表取締役　小池　由 組織変更 現存
     (薬       2)久 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 339555-02894 ウエルシア薬局　八尾〒581-0031 072-920-5181ウエルシア薬局株式会木戸　駿 平30. 2. 1調剤 薬局
     志紀店 八尾市志紀町２丁目４３－１ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 339655-02902 かるがも薬局　八尾店〒581-0004 072-976-4411株式会社メディカルか篠木　秀徳 平30. 2. 1調剤 薬局
     八尾市東本町４丁目３－３３ 常　勤:    1るがも　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)森　正彦 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 339755-02910 志紀薬局 〒581-0031 072-920-5931株式会社テラ・ヘルス堺　啓子 平30. 3. 1調剤 薬局
     八尾市志紀町一丁目５番３号 常　勤:    4プロモーション　代表 組織変更 現存
     (薬       4)取締役　赤松　優仁 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 339855-02928 くるみ薬局 〒581-0031 072-920-2838ベガファーマ株式会社大森　孝彦 平30. 5. 1調剤 薬局
     八尾市志紀町１－１６－６ＢＩＧ常　勤:    3　代表取締役　久野　 移転 現存
     　ＯＮＥビル (薬       3)泰弘 平30. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 339956-00383 タルイ薬局 〒590-0521 0724-83-4763藪野　清美 藪野　清美 平 9. 2.27調剤 薬局
     泉南市樽井六丁目２６番１６号 常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平30. 2.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 340056-00409 うめだ薬局 〒590-0521 072-483-5146有限会社　うめだ薬局梅田　尚代 平12. 4. 1調剤 薬局
     泉南市樽井四丁目３５番２９号 常　勤:    3　代表取締役　梅田　 組織変更 現存
     (薬       3)晃弘 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 340156-00482 タイコー堂薬局 〒590-0522 0724-83-8290株式会社タイコー堂薬塚本　勝信 平19. 1. 1調剤 薬局
     泉南市信達牧野１５１番地の１２常　勤:    1局本店　代表取締役　 移転 現存
     メゾンアルル１階 (薬       1)大島　浩一郎 平25. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 340256-00524 オレンジ薬局 〒590-0521 072-484-8007株式会社コスモファー高山　純一 平20. 8. 1調剤 薬局
     泉南市樽井一丁目７７３番地１号常　勤:    6マ大阪　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       6)藤田　愛里 平26. 8. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 340356-00532 コスモファーマ薬局　〒590-0521 072-480-0850株式会社コスモファー濱岡　光博 平20.10. 1調剤 薬局
     泉南店 泉南市樽井二丁目３３番２８号 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:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 340456-00557 イオン薬局りんくう泉〒590-0535 072-484-5265イオンリテール株式会野村　嶺 平20. 8.21調剤 薬局
     南店 泉南市りんくう南浜３－１２ 常　勤:    5社　代表取締役　岡崎 組織変更 現存
     (薬       5)　双一 平26. 8.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 340556-00599 砂川薬局 〒590-0522 072-483-2339株式会社　アプリコッ梅田　卓也 平22. 7. 1調剤 薬局
     泉南市信達牧野３６１ 常　勤:    2ト薬局　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       2)梅田　卓也 平28. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 340656-00615 ピーチ薬局 〒590-0505 072-482-1113株式会社エム・エム・濱西　優 平24.12. 1調剤 薬局
     泉南市信達大苗代１１２３－２４常　勤:    1ケイ　代表取締役　竹 新規 現存
     (薬       1)原　学 平24.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 340756-00623 あけぼの薬局　和泉砂〒590-0504 072-483-9166株式会社あけぼの関西 平25.10. 1調剤 薬局
     川店 泉南市信達市場２２２－１ 常　勤:    1　代表取締役　森　あ 移転 現存
     (薬       1)かね 平25.10. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 340856-00631 さくら薬局　泉南１号〒590-0521 072-480-5750株式会社コスモファー黒川　裕史 平26.10. 1調剤 薬局
     店 泉南市樽井１丁目２－８ 常　勤:    4マ大阪　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       4)藤田　愛里 平26.10. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 340956-00649 さくら薬局　大阪泉南〒590-0523 072-480-1888クラフト株式会社　代吉田　勝記 平26.11. 1調剤 薬局
     店 泉南市信達岡中９３６－１ 常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 新規 現存
     (薬       2) 平26.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 341056-00656 ウエルシア薬局　イオ〒590-0535 072-480-2355ウエルシア薬局株式会 田　陽輝 平29. 4. 1調剤 薬局
     ンりんくう泉南店 泉南市りんくう南浜３－１２イオ常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     ンモールりんくう泉南１階 (薬       1)　秀晴 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 341157-00381 回生堂薬局 〒575-0003 072-879-4970株式会社カイセー　代篠田　恵子 平 8. 5. 1調剤 薬局
     四條畷市岡山東一丁目８番２号小常　勤:    5表取締役　篠田　肇 新規 現存
     南ビル１階 (薬       5) 平29. 5. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 341257-00399 ヒカリ薬局 〒575-0013 0743-78-0483金山　洪子 金山　洪子 平 9.11. 1調剤 薬局
     四條畷市田原台七丁目５番２４号常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 341357-00415 忍ヶ丘センター薬局 〒575-0003 072-877-2908有限会社ビューヘル　村上　広美 平10. 1. 1調剤 薬局
     四條畷市岡山東一丁目１０番５号常　勤:    2代表取締役　村上　広 組織変更 現存
     忍ヶ丘センタービル１階 (薬       2)美 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 341457-00456 コニシ薬局 〒575-0032 072-876-7811有限会社コニシ薬局　小西　裕紀子 平13.10. 1調剤 薬局
     四條畷市米崎町１７番３８号 常　勤:    1代表取締役　小西　裕 組織変更 現存
     (薬       1)紀子 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 341557-00472 コニリオ薬局 〒575-0003 072-879-4976篠田　肇 東　卓也 平14. 5. 1調剤 薬局
     四條畷市岡山東二丁目３番２号笠常　勤:    2 新規 現存
     神ビル１階 (薬       2) 平26. 5. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 341657-00506 ファミリエ薬局　楠公〒575-0023 072-800-5801有限会社ファミリエ薬吉田　匡宏 平20. 4. 1調剤 薬局
     店 四條畷市楠公二丁目８番２７号 常　勤:    1局　代表取締役　大野 新規 現存
     (薬       1)木　光代 平26. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 341757-00530 のぞみ薬局 〒575-0051 0728-63-0660株式会社エーシー　代坂本　真実 平20.12. 1調剤 薬局
     四條畷市中野本町２８－７ 常　勤:   10表取締役　道下　玄三 新規 現存
     (薬      10) 平26.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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 341857-00548 順心堂四條畷薬局 〒575-0051 072-863-1121株式会社　ユウトク　大和　紗樹 平23.10. 1調剤 薬局
     四條畷市中野本町８－４０ 常　勤:    2代表取締役　川勝　信 新規 現存
     (薬       2)夫 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 341957-00555 クオール薬局　四條畷〒575-0013 0743-70-0189クオール株式会社　代鈴木　翔平 平24. 2. 1調剤 薬局
     店 四條畷市田原台５丁目１８－１４常　勤:    1表取締役　中村　敬 新規 現存
     (薬       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 342057-00571 サンライトげんき薬局〒575-0024 072-813-7306株式会社アクセスライ岡本　朋子 平24. 4. 1調剤 薬局
     　四條畷店 四條畷市塚脇町９３８－２ 常　勤:    3フ　代表取締役　住川 新規 現存
     (薬       3)　奈美 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 342157-00597 晴れのひ薬局 〒575-0003 072-800-7162株式会社Ｈａｒｅｒｕ野木　亮平 平25. 2. 1調剤 薬局
     四條畷市岡山東２丁目１－２７バ常　勤:    4　代表取締役　林　聡 新規 現存
     ンベール忍ケ丘１階 (薬       4) 平25. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 342257-00613 エムハート薬局　田原〒575-0013 0743-71-1221株式会社ミック　代表草竹　隆子 平26. 1. 1調剤 薬局
     台店 四條畷市田原台４丁目４－１０ 常　勤:    2取締役　中川　春原 組織変更 現存
     (薬       2) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 342357-00621 アカカベ楠公通薬局 〒575-0023 072-877-3561株式会社アカカベ　代藤谷　剛志 平26. 8. 1調剤 薬局
     四條畷市楠公１丁目１５－８ 常　勤:    1表取締役　皆川　友夫 組織変更 現存
     (薬       1) 平26. 8. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 342457-00639 アカカベ薬局　岡山店〒575-0002 072-878-0930株式会社アカカベ　代平　佳和 平26. 8. 1調剤 薬局
     四條畷市岡山１丁目１２－３１ 常　勤:    1表取締役　皆川　友夫 組織変更 現存
     (薬       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 342557-00654 イオン薬局　イオンス〒575-0001 072-803-0341イオンリテール株式会岩本　和也 平27.10. 1調剤 薬局
     タイル四條畷 四條畷市砂４丁目３－２　１階 常　勤:    5社　代表取締役　岡崎 新規 現存
     (薬       5)　双一 平27.10. 1
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 342657-00662 ウエルシア薬局四條畷〒575-0002 072-863-2045ウエルシア薬局株式会山先　弘子 平27.12. 1調剤 薬局
     岡山店 四條畷市岡山１丁目１２－９ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 組織変更 現存
     (薬       1)　秀晴 平27.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 342757-00688 アカカベ薬局　四條畷〒575-0034 072-876-0930株式会社アカカベ　代来住　健太朗 平28. 9. 1調剤 薬局
     店 四條畷市江瀬美町１２番３号 常　勤:    1表取締役　皆川　友夫 新規 現存
     (薬       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 342858-01288 鞍作薬局 〒547-0004 06-6791-1058高田　礼子 高田　礼子 昭43. 7. 1調剤 薬局
     大阪市平野区加美鞍作二丁目６番常　勤:    1 新規 現存
     ２９号 (薬       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 342958-01544 中山薬局 〒547-0011 06-6708-7639中山　房子 中山　房子 昭49.11. 1調剤 薬局
     大阪市平野区長吉出戸一丁目１１常　勤:    1 新規 現存
     番７８号 (薬       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 343058-01635 平安堂薬局 〒547-0026 06-6703-0210井下田　典子 井下田　典子 昭50. 1. 1調剤 薬局
     大阪市平野区喜連西三丁目１７番常　勤:    1 新規 現存
     ２４号 (薬       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 343158-01718 大和薬局 〒547-0016 06-6709-3072稲田　裕彦 稲田　裕彦 昭50. 8. 1調剤 薬局
     大阪市平野区長吉長原一丁目４番常　勤:    1 新規 現存
     ９号 (薬       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 343258-01726 イズミ薬局 〒547-0025 06-6702-8619堀内　雅雄 堀内　雅雄 昭50.11.25調剤 薬局
     大阪市平野区瓜破西１丁目１０－常　勤:    1 組織変更 現存
     ２７ (薬       1) 平29.11.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 343358-01809 みかさ薬局 〒547-0032 06-6799-2645塚正　英夫 塚正　英夫 昭56. 2. 1調剤 薬局
     大阪市平野区流町一丁目１番１号常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 343458-01841 加美漢方薬局 〒547-0002 06-6793-0609株式会社加美漢方　代味好　俊治 昭58. 2.24調剤 薬局
     大阪市平野区加美東三丁目１７番常　勤:    1表取締役　味好　俊治 組織変更 現存
     １６号 (薬       1) 平28. 2.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 343558-01932 永昌堂薬局 〒547-0011 06(6790)4675手井　光男 手井　光男 昭60. 6. 1調剤 薬局
     大阪市平野区長吉出戸７－１０－常　勤:    1 新規 現存
     ３６ (薬       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 343658-02021 関口薬局 〒547-0006 06-6796-3313安封　雅子 安封　雅子 平 3. 1. 1調剤 薬局
     大阪市平野区加美正覚寺二丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ０番２６号 (薬       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 343758-02054 サンセール薬局 〒547-0004 06-6791-3260大澤　麗子 大澤　麗子 平 4. 5. 1調剤 薬局
     大阪市平野区加美鞍作一丁目１番常　勤:    2 新規 現存
     ４１号 (薬       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 343858-02096 イケダ薬局 〒547-0015 06-6790-0991池田　洋子 池田　洋子 平 5. 7. 1調剤 薬局
     大阪市平野区長吉長原西一丁目５常　勤:    1 新規 現存
     番３８号 (薬       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 343958-02120 アジア薬局 〒547-0026 06-6702-0270濱中　智恵子 濱中　智恵子 平 5. 8. 2調剤 薬局
     大阪市平野区喜連西三丁目１３番常　勤:    1 継承 現存
     ２６号 (薬       1) 平29. 8. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 344058-02195 フラワー薬局　コスモ〒547-0044 06-6791-1193株式会社　メディカル宮﨑　孝彦 平 6.11. 1調剤 薬局
     店 大阪市平野区平野本町一丁目１４常　勤:    1一光　代表取締役　野 新規 現存
     番１２号 (薬       1)間　誠司 平24.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 344158-02229 キョウエイ薬局 〒547-0013 06-6797-1582有限会社ドラッグ・ワ鳥居　員枝 平 7. 5. 1調剤 薬局
     大阪市平野区長 長原東三丁目２常　勤:    1イ・アンド・エム　代 新規 現存
     番３４－１０６号 (薬       1)表取締役　皆木　義郎 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 344258-02278 加美薬局 〒547-0002 06-6791-1189株式会社アンビエンテ大野　伴行 平 8. 4. 1調剤 薬局
     大阪市平野区加美東二丁目３番４常　勤:    2　代表取締役　中村　 新規 現存
     １号 (薬       2)方哉 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 344358-02468 青葉堂薬局 〒547-0046 06-6794-4171株式会社青葉堂　代表野村　莊子 平11. 3. 1調剤 薬局
     大阪市平野区平野宮町一丁目５番常　勤:    1取締役　野村　卓三 組織変更 現存
     ５－１８１号メガロコープ５号館(薬       1) 平29. 3. 1
     １階 非常勤:    4
     (薬       4)
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 344458-02534 あずま薬局 〒547-0016 06-6709-3528有限会社　あずま薬局東　一郎 平12. 5. 8調剤 薬局
     大阪市平野区長吉長原一丁目２番常　勤:    1　取締役　東　一郎 移転 現存
     ４３号 (薬       1) 平30. 5. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 344558-02542 加美西薬局 〒547-0005 06-4303-6010有限会社　大阪経営　金　伸子 平12. 7. 1調剤 薬局
     大阪市平野区加美西二丁目３番１常　勤:    3代表取締役　松井　三 新規 現存
     １号タウンハイツ加美１階 (薬       3)菜子 平24. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 344658-02583 アサヒ薬局 〒547-0013 06-6709-2656谷　恭志 谷　恭志 平12. 7.24調剤 薬局
     大阪市平野区長吉長原東三丁目５常　勤:    1 継承 現存
     番３号 (薬       1) 平24. 7.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 344758-02625 ラベンダー薬局 〒547-0011 06-6769-5772有限会社きらら　代表青木　克也 平12.10. 1調剤 薬局
     大阪市平野区長吉出戸一丁目７番常　勤:    1取締役　青木　克也 新規 現存
     ５号 (薬       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 344858-02682 イルカ薬局 〒547-0025 06-6799-8750澤住　洵子 南　貴夫 平13. 6. 1調剤 薬局
     大阪市平野区瓜破西一丁目８番８常　勤:    1 新規 現存
     ４号 (薬       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 344958-02732 加美ピーチ薬局 〒547-0004 06-4303-8911有限会社桃蹊舎　代表吉田　八重 平13. 7. 2調剤 薬局
     大阪市平野区加美鞍作三丁目１０常　勤:    2取締役　福原　敏浩 移転 現存
     番１９号 (薬       2) 平25. 7. 2
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 345058-02757 青葉堂薬局 〒547-0013 06-6700-1722株式会社厚生　代表取竹村　久美子 平13. 8. 1調剤 薬局
     大阪市平野区長吉長原東一丁目７常　勤:    1締役　野村　治美 組織変更 現存
     番１６号　１０５号 (薬       1) 平25. 8. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 345158-02807 のぞみ薬局　加美店 〒547-0002 06-6795-7702株式会社アビメディカ益田　晶子 平14.10. 1調剤 薬局
     大阪市平野区加美東四丁目１１番常　勤:    1ル　代表取締役　保田 新規 現存
     １５号 (薬       1)　裕司 平26.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   453 頁

 345258-02831 コスモ薬局 〒547-0031 06-6760-5258前田　充 前田　充 平15. 4. 1調剤 薬局
     大阪市平野区平野南一丁目８番３常　勤:    1 継承 現存
     ０号 (薬       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 345358-02856 カスタニ薬局 〒547-0027 06-6708-2228有限会社長春堂カスタ粕谷　泰之 平15.11. 1調剤 薬局
     大阪市平野区喜連五丁目８番３２常　勤:    1ニ薬局　代表取締役　 組織変更 現存
     号 (薬       1)粕谷　泰之 平27.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 345458-02880 幸生堂薬局 〒547-0033 06-6760-7272株式会社ヘルシーワー鄭　昌江 平16. 4. 1調剤 薬局
     大阪市平野区平野西三丁目９番２常　勤:    1ク　代表取締役　福本 新規 現存
     １号コーポ常磐１階 (薬       1)　康幸 平28. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 345558-02914 フタバ薬局　うりわり〒547-0025 06-6769-4919田中　裕之 田中　裕之 平16. 5. 1調剤 薬局
     店 大阪市平野区瓜破西一丁目８番４常　勤:    1 継承 現存
     ８号北不動産ビル１階 (薬       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 345658-02922 ふくろう薬局 〒547-0043 06-6796-0195有限会社ふくろう薬局國沢　貴子 平16. 5. 1調剤 薬局
     大阪市平野区平野東一丁目２番１常　勤:    2　取締役　國沢　日出 組織変更 現存
     ４号 (薬       2)男 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 345758-03011 くるみ薬局　喜連瓜破〒547-0024 06-6760-0008ベガファーマ株式会社長谷川　司浩 平17.12. 1調剤 薬局
     店 大阪市平野区瓜破二丁目１番１７常　勤:    3　代表取締役　久野　 新規 現存
     号ヴィズビル１００号 (薬       3)泰弘 平29.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 345858-03052 アスカ薬局 〒547-0016 06-4302-8687有限会社ソフィアメデ町谷　元一 平17.11. 1調剤 薬局
     大阪市平野区長吉長原三丁目１番常　勤:    1ィカ　代表取締役　町 組織変更 現存
     ２７号 (薬       1)谷　元一 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 345958-03086 平野北エミ薬局 〒547-0041 06-4303-8383有限会社ハートフル・濵崎　晃 平18. 9. 1調剤 薬局
     大阪市平野区平野北二丁目１４番常　勤:    5エミ　取締役　棧敷　 新規 現存
     ６号 (薬       5)博 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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 346058-03094 ハッピー薬局 〒547-0034 06-6790-8128澤田　清子 澤田　清子 平18.11. 1調剤 薬局
     大阪市平野区背戸口一丁目２２番常　勤:    2 新規 現存
     １０号 (薬       2) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 346158-03102 セレブ薬局 〒547-0026 06-4302-0660株式会社厚生　代表取栄川　一郎 平19. 1. 1調剤 薬局
     大阪市平野区喜連西四丁目７番３常　勤:    1締役　野村　治美 新規 現存
     ３号インペリアルカーサ１階 (薬       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 346258-03110 ヒラノ薬局 〒547-0014 06-6705-7700平野　孝明 水田　健策 平19. 1. 1調剤 薬局
     大阪市平野区長吉川辺一丁目１番常　勤:    2 継承 現存
     ８号 (薬       2) 平25. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 346358-03128 ヒラノ薬局 〒547-0016 06-6709-2127平野　孝明 平野　孝明 平19. 1. 1調剤 薬局
     大阪市平野区長吉長原四丁目１番常　勤:    2 継承 現存
     ３号 (薬       2) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 346458-03151 ハザマ薬局 〒547-0024 06-4302-3445ファルメディコ株式会荒木　将光 平19. 6. 1調剤 薬局
     大阪市平野区瓜破二丁目３番３８常　勤:    9社　代表取締役　狭間 移転 現存
     号 (薬       9)　研至 平25. 6. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 346558-03185 スミレ薬局 〒547-0012 06-6799-3933有限会社すみれメディ甲本　健 平19.10. 1調剤 薬局
     大阪市平野区長吉六反三丁目４番常　勤:    3カル　取締役　伊藤　 移転 現存
     ２１号 (薬       3)寛 平25.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 346658-03219 平野共栄薬局 〒547-0043 06-6795-1005有限会社フレンド　代井上　裕樹 平20. 4. 1調剤 薬局
     大阪市平野区平野東一丁目８番５常　勤:    3表取締役　瀨迫　武 組織変更 現存
     号 (薬       3) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 346758-03227 瓜破あさひ薬局 〒547-0024 06-4302-7806有限会社スマット　代石部　昌義 平20. 6. 1調剤 薬局
     大阪市平野区瓜破二丁目３番２号常　勤:    3表取締役　鴨池　伸治 組織変更 現存
     ラピス平野１０２号 (薬       3) 平26. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 346858-03243 スギ薬局　出戸店 〒547-0015 06-6760-7101株式会社スギ薬局　代山本　卓資 平20.10. 1調剤 薬局
     大阪市平野区長吉長原西一丁目３常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     番２６号 (薬       1) 平26.10. 1
     非常勤:   26
     (薬      26)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 346958-03250 イオン薬局喜連瓜破駅〒547-0024 06-6760-1375イオンリテール株式会盛岡　洋平 平20. 8.21調剤 薬局
     前店 大阪市平野区瓜破二丁目１番１３常　勤:   10社　代表取締役　岡崎 組織変更 現存
     号 (薬      10)　双一 平26. 8.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 347058-03268 スギ薬局　瓜破店 〒547-0024 06-4302-3061株式会社スギ薬局　代堺　崇之 平20. 9. 1調剤 薬局
     大阪市平野区瓜破一丁目６番１１常　勤:    2表取締役　 原　栄一 組織変更 現存
     号 (薬       2) 平26. 9. 1
     非常勤:   30
     (薬      30)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 347158-03300 のぞみ薬局　長吉店 〒547-0012 06-6701-6366株式会社アビメディカ八十　永理 平21. 4. 1調剤 薬局
     大阪市平野区長吉六反二丁目６番常　勤:    1ル　代表取締役　保田 新規 現存
     ３３号 (薬       1)　裕司 平27. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 347258-03318 エムケー薬局 〒547-0034 06-6760-7732株式会社セラフィ　代村上　雅子 平21. 7. 1調剤 薬局
     大阪市平野区背戸口一丁目２１番常　勤:    1表取締役　松尾　浩 新規 現存
     ２１号メゾン平野１Ｆ (薬       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 347358-03326 ミキ薬局 〒547-0002 06-6791-0831北口　美樹 北口　美樹 平21. 9. 1調剤 薬局
     大阪市平野区加美東四丁目１４番常　勤:    1 継承 現存
     １８号 (薬       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 347458-03334 フレンド薬局 〒547-0032 06-6790-9766株式会社プチファーマ野村　美子 平22. 1. 1調剤 薬局
     大阪市平野区流町一丁目１番６号常　勤:    1シスト　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       1)柳生　美江 平28. 1. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
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 347558-03342 十全薬局 〒547-0047 06-4303-8101株式会社青葉堂　代表西川　由花 平22. 4. 1調剤 薬局
     大阪市平野区平野元町１０番２３常　勤:    1取締役　野村　卓三 新規 現存
     －１０３号 (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 347658-03375 宮町ハート薬局 〒547-0046 06-6793-8883株式会社あけぼの関西小掠　美賀子 平22. 6. 1調剤 薬局
     大阪市平野区平野宮町二丁目９番常　勤:    1　代表取締役　森　あ 組織変更 現存
     １４号 (薬       1)かね 平28. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 347758-03383 あかつき薬局 〒547-0016 06-6760-5057株式会社マーメイド　櫛引　なおみ 平22. 9. 1調剤 薬局
     大阪市平野区長吉長原二丁目２番常　勤:    1代表取締役　松山　喜 組織変更 現存
     ６７号 (薬       1)範 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 347858-03391 なごみ薬局 〒547-0041 06-6793-0753株式会社　和　代表取張　潤実 平22.10. 1調剤 薬局
     大阪市平野区平野北一丁目９番８常　勤:    1締役　松山　淳宗 新規 現存
     号 (薬       1) 平28.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 347958-03417 さくら薬局　大阪背戸〒547-0034 06-6706-0916クラフト株式会社　代別所　美菜子 平22. 9. 1調剤 薬局
     口店 大阪市平野区背戸口三丁目９番３常　勤:    3表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     ０号 (薬       3) 平28. 9. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 348058-03425 アルカ加美南薬局 〒547-0003 06-4392-7802株式会社アルカ　代表櫻井　景藏 平23. 2. 1調剤 薬局
     大阪市平野区加美南一丁目２番２常　勤:    5取締役　中島　康伸 新規 現存
     ７号加美グリーンテラス１階 (薬       5) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 348158-03441 ひかり薬局　平野駅前〒547-0047 06-6777-6116有限会社サンメディカ稲葉　かおり 平23. 5. 1調剤 薬局
     店 大阪市平野区平野元町１０番３３常　勤:    1ル　代表取締役　吉村 新規 現存
     号 (薬       1)　之伸 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 348258-03474 笑顔薬局 〒547-0034 06-6701-6190有限会社ソウシン　代中井　健二 平23. 8. 1調剤 薬局
     大阪市平野区背戸口五丁目３番３常　勤:    2表取締役　安田　剛 新規 現存
     号コーポひらのＣＩＴＹ　１Ｆ (薬       2) 平29. 8. 1
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 348358-03508 アクア薬局 〒547-0011 06-6777-8529 　真也 　真也 平23.11. 1調剤 薬局
     大阪市平野区長吉出戸４丁目１番常　勤:    1 新規 現存
     １号　１Ｆ (薬       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 348458-03516 ハッピー薬局 〒547-0034 06-6790-8301澤田　清子 古川　容枝 平23.10. 1調剤 薬局
     大阪市平野区背戸口１－１２－１常　勤:    1 継承 現存
     ０ (薬       1) 平29.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 348558-03524 スギ薬局　喜連西店 〒547-0026 06-6760-6023株式会社スギ薬局　代八野　敏典 平24. 2. 1調剤 薬局
     大阪市平野区喜連西２丁目１１番常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     ３７号 (薬       1) 平30. 2. 1
     非常勤:   25
     (薬      25)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 348658-03532 オレンジ薬局　長吉出〒547-0011 06-4302-5448株式会社プチファーマ潮田　美砂子 平24. 3. 1調剤 薬局
     戸店 大阪市平野区長吉出戸５丁目３番常　勤:    1シスト　代表取締役　 新規 現存
     ６９号センチュリーハイツ出戸１(薬       1)柳生　美江 平30. 3. 1
     ０２号 非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 348758-03540 プラザ薬局　平野瓜破〒547-0022 06-6706-8668株式会社プラザ薬局　奥村　兼三 平24. 4. 1調剤 薬局
     店 大阪市平野区瓜破東２丁目１０番常　勤:    2代表取締役　小田　典 新規 現存
     １５号 (薬       2)央 平30. 4. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 348858-03573 近畿調剤平野本町薬局〒547-0044 06-4303-2220近畿調剤株式会社　代多田　明広 平24. 9. 1調剤 薬局
     大阪市平野区平野本町１丁目５番常　勤:    1表取締役　吉川　正男 新規 現存
     ２号　１階 (薬       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 348958-03599 流町薬局 〒547-0032 06-6703-3611株式会社流町商会　代兼次　真美 平24.10. 1調剤 薬局
     大阪市平野区流町４丁目１１番５常　勤:    1表取締役　砂押　桂子 組織変更 現存
     号インペリアルシャトー１０３号(薬       1) 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 349058-03607 ローズ薬局 〒547-0032 06-6760-5505有限会社フレンド　代福谷　祥子 平25. 3. 1調剤 薬局
     大阪市平野区流町４丁目１５番１常　勤:    2表取締役　瀨迫　武 新規 現存
     ５号ロイヤルハイツ平野１－Ｃ (薬       2) 平25. 3. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 349158-03615 スマイル薬局 〒547-0016 06-6796-8441株式会社ゆうきメディ吉瀬　正弘 平25. 5. 1調剤 薬局
     大阪市平野区長吉長原１丁目１番常　勤:    1カル　代表取締役　吉 新規 現存
     ４８号 (薬       1)瀬　正弘 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 349258-03623 イヌイ薬局 〒547-0033 06-6760-6677有限会社　乾薬局　取乾　泰洋 平25. 9. 1調剤 薬局
     大阪市平野区平野西３丁目９番１常　勤:    1締役　乾　 夫 移転 現存
     ５号１階 (薬       1) 平25. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 349358-03649 ラビット平野薬局 〒547-0022 06-6704-1113有限会社雄和　取締役大島谷　郁子 平26. 4. 1調剤 薬局
     大阪市平野区瓜破東１丁目５番１常　勤:    1　落部　達雄 新規 現存
     号１階 (薬       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 349458-03656 青葉堂薬局 〒547-0034 06-6797-0777株式会社青葉堂　代表助野　久子 平26. 4. 1調剤 薬局
     大阪市平野区背戸口５丁目６番２常　勤:    1取締役　野村　卓三 新規 現存
     ７号 (薬       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 349558-03664 さくら薬局　大阪瓜破〒547-0025 06-6701-8830クラフト株式会社　代奥保　朱加 平26. 4. 1調剤 薬局
     西店 大阪市平野区瓜破西２丁目７番４常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     ９号１０８ (薬       2) 平26. 4. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 349658-03672 さくら薬局　大阪長吉〒547-0011 06-6700-1024クラフト株式会社　代吉岡　秀子 平26. 4. 1調剤 薬局
     出戸店 大阪市平野区長吉出戸２丁目４番常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     １４号 (薬       2) 平26. 4. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 349758-03680 さくら薬局　大阪長原〒547-0013 06-6702-1236クラフト株式会社　代神田　美穂 平26. 4. 1調剤 薬局
     東店 大阪市平野区長吉長原東３丁目２常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     番５号１０３ (薬       2) 平26. 4. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 349858-03698 たけは薬局 〒547-0002 06-6796-6156株式会社方條　代表取笠井　時子 平26. 6. 1調剤 薬局
     大阪市平野区加美東１丁目９番１常　勤:    2締役　笠井　時子 新規 現存
     ８号１Ｆ (薬       2) 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 349958-03706 くるみ薬局 〒547-0047 06-6770-5830ベガファーマ株式会社栗原　奨治 平26. 5. 1調剤 薬局
     大阪市平野区平野元町２番３号１常　勤:    1　代表取締役　久野　 移転 現存
     階 (薬       1)泰弘 平26. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 350058-03714 あんしん薬局 〒547-0033 06-6777-1543有限会社ひらの　代表保田　眞規生 平26. 8. 1調剤 薬局
     大阪市平野区平野西４丁目７番２常　勤:    1取締役　保田　眞規生 新規 現存
     ８号１Ｆ (薬       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 350158-03722 あおぞら薬局平野店 〒547-0034 06-6706-5501ロングライフメディカ竹中　浩二 平26. 8. 1調剤 薬局
     大阪市平野区背戸口５丁目６番２常　勤:    2ル株式会社　代表取締 新規 現存
     ９号小谷ビル２階ｂ (薬       2)役　五反　浩志 平26. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 350258-03748 アルプス薬局　平野店〒547-0034 06-6769-0012株式会社アルプスライ林　三千代 平26. 9. 1調剤 薬局
     大阪市平野区背戸口５丁目５番２常　勤:    1フ　代表取締役　林　 新規 現存
     ９号レジデンス背戸口　１階 (薬       1)三千代 平26. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 350358-03755 ひまわり薬局 〒547-0014 06-6770-5573グリーンファーマシー土廣　篤史 平26.10. 1調剤 薬局
     大阪市平野区長吉川辺３丁目２番常　勤:    2株式会社　代表取締役 組織変更 現存
     ４０号１階 (薬       2)　古川　健一郎 平26.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 350458-03763 青葉堂薬局 〒547-0024 06-6709-1500株式会社ＭＰデザイン松谷　修司 平27. 1. 1調剤 薬局
     大阪市平野区瓜破２丁目１番６号常　勤:    1　代表取締役　松谷　 組織変更 現存
     メゾンアコーレ１０３号 (薬       1)修司 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 350558-03771 マルイシ薬局　瓜破店〒547-0024 06-6799-4040ＴＳＨ株式会社　代表福田　茂夫 平27. 2. 1調剤 薬局
     大阪市平野区瓜破１丁目３番１５常　勤:    2取締役　福田　茂夫 組織変更 現存
     号１階 (薬       2) 平27. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 350658-03789 ドクトル薬局 〒547-0033 06-6706-4567シミズメディカル株式久戸瀨　純 平27. 4. 1調剤 薬局
     大阪市平野区平野西１丁目７番２常　勤:    2会社　代表取締役　清 新規 現存
     ６号 (薬       2)水　光彦 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 350758-03805 らいふ薬局　平野店 〒547-0033 06-6705-4500ハートライフ株式会社西川　直希 平27. 9. 1調剤 薬局
     大阪市平野区平野西１丁目２番１常　勤:    2　代表取締役　音地　 新規 現存
     号レオネクスト　アメニティ　１(薬       2)幸雄 平27. 9. 1
     階 非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 350858-03813 マスミ薬局 〒547-0032 06-6709-7095平井　泰子 平井　泰子 平27.11. 1調剤 薬局
     大阪市平野区流町３丁目１８番１常　勤:    1 継承 現存
     ０号１Ｆ (薬       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 350958-03839 アイン薬局　平野加美〒547-0002 06-6795-1755株式会社アインファー松﨑　千香子 平27.11. 1調剤 薬局
     店 大阪市平野区加美東１丁目１３番常　勤:    1マシーズ　代表取締役 組織変更 現存
     ４３号１０１ (薬       1)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 351058-03847 スギ薬局　加美北店 〒547-0001 06-4303-4651株式会社スギ薬局　代井出　有香 平28. 3. 1調剤 薬局
     大阪市平野区加美北８丁目２２番常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     ５１号 (薬       1) 平28. 3. 1
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 351158-03854 スカイ薬局 〒547-0021 06-6711-0466株式会社Ｔ．Ｈ．メデ森田　晃生 平28. 5. 1調剤 薬局
     大阪市平野区喜連東五丁目１６番常　勤:    1ィック　代表取締役　 新規 現存
     ２２号　１階 (薬       1)北西　弘佳 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 351258-03862 喜連薬局 〒547-0027 06-6797-2239株式会社マーメイド　加藤　雄勢 平28. 5. 1調剤 薬局
     大阪市平野区喜連二丁目７番３１常　勤:    3代表取締役　松山　喜 組織変更 現存
     号アーバンルネッサンスⅡ　１階(薬       3)範 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 351358-03870 サポート薬局 〒547-0031 06-6797-6666株式会社Ｍ＆Ｃ　代表阿部　亜希子 平28. 6. 1調剤 薬局
     大阪市平野区平野南三丁目４番５常　勤:    5取締役　平田　守 組織変更 現存
     号ピノシャトレ１Ｆ (薬       5) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 351458-03888 スギ薬局　加美中店 〒547-0004 06-6777-6135株式会社スギ薬局　代徐　介宏 平28. 8. 1調剤 薬局
     大阪市平野区加美鞍作一丁目１０常　勤:    1表取締役　榊原　栄一 新規 現存
     番３７号 (薬       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 351558-03896 なないろ薬局 〒547-0031 06-4302-5688有限会社フレンド　代森田　康惠 平28. 8. 1調剤 薬局
     大阪市平野区平野南一丁目１１番常　勤:    2表取締役　瀨迫　武 新規 現存
     ６号 (薬       2) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 351658-03912 きずな薬局　平野店 〒547-0033 06-4302-5681スミール株式会社　代藤堂　宗孝 平28.10. 1調剤 薬局
     大阪市平野区平野西五丁目９番７常　勤:    1表取締役　田村　茂生 新規 現存
     号レクシア平野１階 (薬       1) 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 351758-03920 ウエルシア薬局　平野〒547-0015 06-6700-7152ウエルシア薬局株式会鳥井　邦匡 平28.11. 1調剤 薬局
     長吉長原店 大阪市平野区長吉長原西三丁目４常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     番１５号 (薬       1)　秀晴 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 351858-03938 ニューロン薬局　喜連〒547-0027 06-6760-0360ニューロンネットワー西田　篤司 平29. 3. 1調剤 薬局
     店 大阪市平野区喜連四丁目８番６８常　勤:    1ク株式会社　代表取締 組織変更 現存
     号 (薬       1)役　石田　行司 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 351958-03953 花美月薬局 〒547-0021 06-6700-3323株式会社シナジーコー黒田　惠美子 平29. 7. 1調剤 薬局
     大阪市平野区喜連東１丁目７番２常　勤:    1ポレーション　代表取 組織変更 現存
     １号ラオーブⅢ１０１ (薬       1)締役　田口　昌弘 平29. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 352058-03961 チェリー薬局　平野店〒547-0021 06-6760-6060株式会社オージープラ信貴　秀矩 平29. 8. 1調剤 薬局
     大阪市平野区喜連東２丁目１番４常　勤:    3ン　代表取締役　横山 移転 現存
     ８号 (薬       3)　亮一 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 352158-03979 ウエルシア薬局　平野〒547-0025 06-4302-3207ウエルシア薬局株式会植田　和基 平29. 9. 1調剤 薬局
     瓜破西店 大阪市平野区瓜破西二丁目８番１常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     ０号 (薬       1)　秀晴 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 352258-03987 イオン薬局　長吉店 〒547-0015 06-6701-3321イオンリテールストア大江　麻里 平29.10. 1調剤 薬局
     大阪市平野区長吉長原西１丁目１常　勤:    1株式会社　代表取締役 新規 現存
     番１０号イオン長吉店１階 (薬       1)　西松　正人 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 352358-03995 チェリー薬局　喜連東〒547-0021 06-6705-5550株式会社オージープラ新垣　清 平29.10. 1調剤 薬局
     店 大阪市平野区喜連東１丁目８番５常　勤:    1ン　代表取締役　横山 新規 現存
     ０号１階 (薬       1)　亮一 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 352458-04019 ハローあゆ夢薬局 〒547-0024 06-6769-3957株式会社やどりぎ　代山本　理恵 平29.10. 1調剤 薬局
     大阪市平野区瓜破二丁目１番１６常　勤:    1表取締役　島　裕之 組織変更 現存
     号ワイレア１階 (薬       1) 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   463 頁

 352558-04027 つばさ調剤薬局 〒547-0024 06-6777-9256八木　亮 尾谷　美奈子 平29.12. 1調剤 薬局
     大阪市平野区瓜破５丁目２番２９常　勤:    1 組織変更 現存
     号　ＮＹＫビル１Ｆ (薬       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 352658-04035 イルカ薬局　平野喜連〒547-0021 06-4302-3217澤住　洵子 桒野　耕造 平30. 5. 1調剤 薬局
     店 大阪市平野区喜連東２丁目１１－常　勤:    1 新規 現存
     ２１ (薬       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 352759-00106 公民薬局 〒559-0003 06-6671-5325市橋　秀信 市橋　秀信 昭32.10. 1調剤 薬局
     大阪市住之江区安立二丁目１番２常　勤:    1 新規 現存
     ２号 (薬       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 352859-01518 海南堂薬局 〒559-0001 06-6671-4754菊地　志朗 菊地　志朗 昭53.10. 1調剤 薬局
     大阪市住之江区粉浜二丁目９番５常　勤:    1 新規 現存
     号 (薬       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 352959-01534 宮薬局 〒559-0033 06-6613-4447株式会社宮薬局　代表土蔵　和彦 昭54.12. 1調剤 薬局
     大阪市住之江区南港中二丁目２番常　勤:    1取締役　土蔵　和彦 新規 現存
     ４２棟１０４号　 (薬       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 353059-01583 宮薬局 〒559-0033 06-6614-3023株式会社宮薬局　代表土蔵　仁子 昭57.12. 1調剤 薬局
     大阪市住之江区南港中五丁目５番常　勤:    1取締役　土蔵　和彦 新規 現存
     ７５号 (薬       1) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 353159-01708 後藤漢方薬局 〒559-0001 06-6671-0622後藤　一宏 後藤　一宏 昭62. 6. 1調剤 薬局
     大阪市住之江区粉浜三丁目１５番常　勤:    1 新規 現存
     ３７号 (薬       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 353259-01740 エース薬局 〒559-0013 06-6683-2907青木　千枝子 青木　千枝子 平元. 7. 1調剤 薬局
     大阪市住之江区御崎五丁目８番１常　勤:    1 新規 現存
     ２号ウララマンション (薬       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 353359-01781 南港前薬局 〒559-0031 06-6612-2334南港前薬局株式会社　和田　一成 平 2. 3. 1調剤 薬局
     大阪市住之江区南港東一丁目６番常　勤:    2代表取締役　和田　一 新規 現存
     ６－１０６ (薬       2)成 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 353459-01872 はやし薬局 〒559-0033 06-6613-0175林　泰宏 林　春子 平 8. 1. 1調剤 薬局
     大阪市住之江区南港中四丁目２－常　勤:    3 継承 現存
     １２棟１０１号 (薬       3) 平29. 1. 1
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 353559-01898 日本薬局 〒559-0017 06-6686-4999有限会社日本薬局　代馬渕　玲子 平 8. 4. 1調剤 薬局
     大阪市住之江区中加賀屋三丁目１常　勤:    1表取締役　上辻　徹身 新規 現存
     ０番１８号ドリーム中加賀屋１階(薬       1) 平29. 4. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 353659-01906 順心堂南港薬局 〒559-0033 06-6612-6999株式会社　ユウトク　住友　紀雄 平 8. 5. 1調剤 薬局
     大阪市住之江区南港中二丁目１番常　勤:    1代表取締役　川勝　信 新規 現存
     ９９号 (薬       1)夫 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 353759-02029 こうよう薬局 〒559-0017 06-6681-1212有限会社こうよう薬局堤　秀基 平10.10. 1調剤 薬局
     大阪市住之江区中加賀屋三丁目６常　勤:    4　代表取締役　堤　秀 組織変更 現存
     番１３号 (薬       4)基 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 353859-02060 西粉浜シルク薬局 〒559-0007 06-6676-0091株式会社コクミン　代田邉　伊浩 平11. 9. 1調剤 薬局
     大阪市住之江区粉浜西一丁目１２常　勤:    5表取締役　絹巻　秀展 新規 現存
     番３５号 (薬       5) 平29. 9. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 353959-02086 青葉堂薬局　住之江店〒559-0024 06-6684-6677株式会社青葉堂　代表山本　英生 平12. 2. 1調剤 薬局
     大阪市住之江区新北島三丁目２番常　勤:    1取締役　野村　卓三 新規 現存
     ２６号 (薬       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 354059-02128 ファミリー薬局 〒559-0017 06-4702-7120協栄薬品株式会社　代吉田　桂 平12. 7. 1調剤 薬局
     大阪市住之江区中加賀屋二丁目２常　勤:    1表取締役　割石　佳秀 新規 現存
     番３号コーポラスクラッセ１階 (薬       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 354159-02185 住之江星和薬局 〒559-0017 06-6683-7330有限会社　星和薬局　熊取　貴浩 平12.10. 1調剤 薬局
     大阪市住之江区中加賀屋三丁目１常　勤:    1代表取締役　星野　博 組織変更 現存
     ０番１８号ドリーム中加賀屋１階(薬       1)子 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 354259-02193 コスモ薬局 〒559-0004 06-6672-0707木村　昌弘 木村　昌弘 平12.11.24調剤 薬局
     大阪市住之江区住之江一丁目４番常　勤:    2 継承 現存
     ４０号 (薬       2) 平24.11.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 354359-02250 北島薬局 〒559-0014 06-6681-4602仲田　光孝 仲田　光孝 平14. 2.28調剤 薬局
     大阪市住之江区北島一丁目２番１常　勤:    1 継承 現存
     号大和川コーポ１０３号 (薬       1) 平26. 2.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 354459-02342 オスカー薬局 〒559-0024 06-6684-2314株式会社　ユウトク　本田　輔 平16. 9.17調剤 薬局
     大阪市住之江区新北島一丁目２番常　勤:    3代表取締役　川勝　信 移転 現存
     １号オスカードリーム５階 (薬       3)夫 平28. 9.17
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 354559-02383 ミカワ薬局 〒559-0001 06-6673-1055有限会社ミカワ薬局　川邉　 子 平17. 7. 1調剤 薬局
     大阪市住之江区粉浜三丁目１６番常　勤:    1代表取締役　川邉　 組織変更 現存
     ８号 (薬       1)子 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 354659-02409 西加賀屋日本薬局 〒559-0016 06-6684-2428有限会社日本薬局　代小瀬戸　ゆかり 平18. 4. 1調剤 薬局
     大阪市住之江区西加賀屋一丁目１常　勤:    1表取締役　上辻　徹身 新規 現存
     番５３号 (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 354759-02417 おぐら薬局　新北島店〒559-0024 06-6682-1771有限会社おぐら　代表池邊　高雄 平18. 4. 1調剤 薬局
     大阪市住之江区新北島一丁目８番常　勤:    4取締役　小倉　勝 新規 現存
     ２０号 (薬       4) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 354859-02425 御崎日本薬局 〒559-0013 06-6684-2126有限会社日本薬局　代中井　優子 平18. 5. 1調剤 薬局
     大阪市住之江区御崎一丁目６番２常　勤:    1表取締役　上辻　徹身 新規 現存
     ０号 (薬       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 354959-02441 関西薬局 〒559-0011 06-6683-0576株式会社共和コーポレ近藤　順也 平18.10. 1調剤 薬局
     大阪市住之江区北加賀屋二丁目１常　勤:   12ーション　代表取締役 組織変更 現存
     １番８号北加賀屋千島ビル１階 (薬      12)　杉浦　正 平24.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 355059-02458 エール薬局 〒559-0024 06-6686-5440 岡　稔 岡　稔 平18.12. 1調剤 薬局
     大阪市住之江区新北島三丁目８番常　勤:    1 新規 現存
     ２１号アネックス六兵衛三番館１(薬       1) 平24.12. 1
     ０２号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 355159-02474 尾崎薬局 〒559-0017 06-6681-6633株式会社尾崎薬局　代尾崎　富恵 平19. 1. 1調剤 薬局
     大阪市住之江区中加賀屋三丁目３常　勤:    1表取締役　尾崎　富恵 組織変更 現存
     番１５号 (薬       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 355259-02508 コクミン薬局　ポート〒559-0033 06-6613-1593株式会社コクミン　代松野　寛 平19. 8. 1調剤 薬局
     タウン東店 大阪市住之江区南港中二丁目１番常　勤:    4表取締役　絹巻　秀展 新規 現存
     １０９号ポートタウンショッピン(薬       4) 平25. 8. 1
     グセンター内 非常勤:   18
     (薬      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 355359-02516 ハリマ薬局 〒559-0016 06-6681-2582大壁　充代 大壁　充代 平19.11.27調剤 薬局
     大阪市住之江区西加賀屋三丁目１常　勤:    1 継承 現存
     ８番６号 (薬       1) 平25.11.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 355459-02524 らいふ薬局　粉浜店 〒559-0001 06-6678-1001ハートライフ株式会社金沢　一樹 平20. 2. 1調剤 薬局
     大阪市住之江区粉浜二丁目３番２常　勤:    6　代表取締役　音地　 新規 現存
     ０号 (薬       6)幸雄 平26. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 355559-02540 コスモファーマ薬局　〒559-0011 06-6686-7306株式会社コスモファー横山　俊樹 平20. 5. 1調剤 薬局
     北加賀屋店 大阪市住之江区北加賀屋二丁目１常　勤:    1マ大阪　代表取締役　 新規 現存
     ２番６号トアノビル１階 (薬       1)藤田　愛里 平26. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 355659-02615 ハザマ薬局 〒559-0003 06-6671-1955ファルメディコ株式会玉木　孝昌 平20.10. 1調剤 薬局
     大阪市住之江区安立一丁目６番１常　勤:    8社　代表取締役　狭間 新規 現存
     ８号 (薬       8)　研至 平26.10. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 355759-02623 ツルヤ薬局 〒559-0003 06-6671-3147大髙薬品株式会社　代森光　尚美 平20.12. 1調剤 薬局
     大阪市住之江区安立三丁目１番１常　勤:    4表取締役　保壽　学 組織変更 現存
     ７号 (薬       4) 平26.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 355859-02631 スギ薬局　東加賀屋店〒559-0012 06-4702-6035株式会社スギ薬局　代橋元　宏和 平21. 1. 1調剤 薬局
     大阪市住之江区東加賀屋一丁目１常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     番２３号 (薬       1) 平27. 1. 1
     非常勤:   23
     (薬      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 355959-02664 もみのき薬局 〒559-0001 06-6676-0808髙﨑　健一 髙﨑　健一 平21. 4. 1調剤 薬局
     大阪市住之江区粉浜一丁目５番３常　勤:    4 継承 現存
     ４号清和ビル１階 (薬       4) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 356059-02714 さくら薬局　大阪粉浜〒559-0001 06-6676-0075クラフト株式会社　代池 　有梨恵 平22. 4. 1調剤 薬局
     店 大阪市住之江区粉浜一丁目２３番常　勤:    1表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     ３号 (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 356159-02722 さくら薬局　大阪浜口〒559-0006 06-6678-2811クラフト株式会社　代真鍋　一喜 平22. 4. 1調剤 薬局
     西店 大阪市住之江区浜口西三丁目５番常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     ２７号グランジートアン１階 (薬       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 356259-02730 さくら薬局　大阪住之〒559-0004 06-4701-6650クラフト株式会社　代梶本　麻美 平22. 4. 1調剤 薬局
     江店 大阪市住之江区住之江二丁目６番常　勤:    3表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     １１号 (薬       3) 平28. 4. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 356359-02755 東加賀屋日本薬局 〒559-0012 06-4702-8002有限会社　日本薬局　山本　俊 平22.12. 1調剤 薬局
     大阪市住之江区東加賀屋四丁目５常　勤:    1代表取締役　上辻　徹 移転 現存
     番２２号 (薬       1)身 平28.12. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 356459-02763 データ・ボックス薬局〒559-0004 06-6678-1361株式会社バイアル　代山西　安喜子 平23. 4. 1調剤 薬局
     大阪市住之江区住之江１丁目４番常　勤:    1表取締役　山西　愛 移転 現存
     ２４号 (薬       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 356559-02789 こはま駅前薬局 〒559-0001 06-6672-5500大阪調剤株式会社　代藤枝　宏充 平24. 3. 1調剤 薬局
     大阪市住之江区粉浜２丁目１番３常　勤:    3表取締役　音地　幸雄 新規 現存
     ６号 (薬       3) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 356659-02797 みなと薬局 〒559-0013 06-6654-5547喜多　紀子 喜多　紀子 平24. 6. 1調剤 薬局
     大阪市住之江区御崎５丁目２番４常　勤:    1 新規 現存
     号 (薬       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 356759-02805 クオール薬局住之江北〒559-0014 06-6684-2511クオール株式会社　代山下　千明 平24. 7. 1調剤 薬局
     島店 大阪市住之江区北島３丁目４番１常　勤:    1表取締役　中村　敬 組織変更 現存
     ８号 (薬       1) 平24. 7. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 356859-02813 コハマ薬局 〒559-0001 06-6671-3416畚野　達郎 畚野　直子 平24. 9. 1調剤 薬局
     大阪市住之江区粉浜２丁目１１番常　勤:    2 継承 現存
     １２号 (薬       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 356959-02847 コクミン薬局　ポート〒559-0033 06-6616-5930株式会社　コクミン　岡田　あゆみ 平25. 7. 1調剤 薬局
     タウンモール店 大阪市住之江区南港中２丁目１番常　勤:    4代表取締役　絹巻　秀 新規 現存
     １０９号 (薬       4)展 平25. 7. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 357059-02854 住之江日本薬局 〒559-0013 06-6685-5822有限会社　日本薬局　丸山　薫子 平25. 9. 1調剤 薬局
     大阪市住之江区御崎５丁目１４番常　勤:    1代表取締役　上 　徹 新規 現存
     １１号クレセントマンション１０(薬       1)身 平25. 9. 1
     ２号 非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 357159-02870 サクラ薬局 〒559-0017 06-6683-1144株式会社Ｊ．みらいメ小野　福美 平26. 4. 1調剤 薬局
     大阪市住之江区中加賀屋２丁目１常　勤:    2ディカル　代表取締役 組織変更 現存
     番２３号 (薬       2)　串田　ゆか 平26. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 357259-02888 サクラ薬局 〒559-0012 06-4702-3989株式会社Ｊ．みらいメ藤谷　一良 平26. 4. 1調剤 薬局
     大阪市住之江区東加賀屋２丁目１常　勤:    6ディカル　代表取締役 組織変更 現存
     ２番１７号 (薬       6)　串田　ゆか 平26. 4. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
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 357359-02912 メロディー薬局　すみ〒559-0001 06-6673-6616有限会社コルサポート橋本　治 平26. 7. 1調剤 薬局
     よし公園店 大阪市住之江区粉浜３丁目１４番常　勤:    1医療企画　代表取締役 新規 現存
     １９号Ｂ (薬       1)　橋本　佐和子 平26. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 357459-02920 ウエルシア薬局　住之〒559-0006 06-4701-8100ウエルシア薬局株式会宮垣　雄一 平26. 9. 1調剤 薬局
     江浜口西店 大阪市住之江区浜口西３丁目８番常　勤:    1社　代表取締役　水野 組織変更 現存
     １８号１Ｆ (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 357559-02938 ウエルシア薬局　住之〒559-0012 06-4702-7290ウエルシア薬局株式会細野　千晶 平26. 9. 1調剤 薬局
     江東加賀屋店 大阪市住之江区東加賀屋４丁目６常　勤:    1社　代表取締役　水野 組織変更 現存
     番１９号１Ｆ (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 357659-02946 池川薬局 〒559-0017 06-6690-7777株式会社ｉ‐ｃｏｒｐ池川　茂生 平26.11. 1調剤 薬局
     大阪市住之江区中加賀屋２丁目１常　勤:    2ｏｒａｔｉｏｎ　代表 新規 現存
     番１４号１階 (薬       2)取締役　池川　茂生 平26.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 357759-02953 さくら薬局　大阪南加〒559-0015 06-6683-0469クラフト株式会社　代金城　裕人 平27. 2. 1調剤 薬局
     賀屋店 大阪市住之江区南加賀屋３丁目２常　勤:    3表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     番１９号 (薬       3) 平27. 2. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 357859-02979 中央日本薬局 〒559-0017 06-6686-1598有限会社日本薬局　代大矢　秀和 平27. 8.24調剤 薬局
     大阪市住之江区中加賀屋３丁目２常　勤:    1表取締役　上 　徹身 移転 現存
     番１号とくやビル１Ｆ (薬       1) 平27. 8.24
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 357959-02995 プラザ薬局　帝塚山店〒559-0001 06-6676-2055株式会社プラザ薬局　寺本　弘道 平28. 2. 1調剤 薬局
     大阪市住之江区粉浜１丁目１番３常　勤:    1代表取締役　小田　典 新規 現存
     ２号帝塚山クリニックモール２階(薬       1)央 平28. 2. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 358059-03001 ウェーブ薬局　住之江〒559-0002 06-6676-6001ウェーブ薬局株式会社中西　杏奈 平28. 3. 1調剤 薬局
     店 大阪市住之江区浜口東２丁目９番常　勤:    1　代表取締役　中村　 組織変更 現存
     １１号ロイヤルハイツまつい４　(薬       1)和憲 平28. 3. 1
     １Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 358159-03019 かがや薬局 〒559-0016 06-4702-3101一般社団法人大阪ファ吉田　健 平28. 4. 1調剤 薬局
     大阪市住之江区西加賀屋二丁目５常　勤:    3ルマプラン　理事長　 組織変更 現存
     番２８号プランドール住之江Ⅱ１(薬       3)廣田　憲威 平28. 4. 1
     階 非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 358259-03027 ココカラファイン薬局〒559-0005 06-7220-3234株式会社ココカラファ南　義行 平28. 5. 1調剤 薬局
     　南海住ノ江店 大阪市住之江区西住之江一丁目１常　勤:    1インヘルスケア　代表 新規 現存
     番３１号ショップ南海１階 (薬       1)取締役　塚本　厚志 平28. 5. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 358359-03035 ジャパンファーマシー〒559-0002 06-6115-8513株式会社ジヤパンフア川嶋　茉衣子 平28. 5. 1調剤 薬局
     薬局住之江店 大阪市住之江区浜口東三丁目５番常　勤:    2ーマシー　代表取締役 移転 現存
     １９号サウザンドビル１階 (薬       2)　前田　光男 平28. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 358459-03043 ウエルシア薬局　住之〒559-0024 06-4702-6506ウエルシア薬局株式会松本　幸子 平28.11. 1調剤 薬局
     江新北島店 大阪市住之江区新北島三丁目６番常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     １６号 (薬       1)　秀晴 平28.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 358559-03050 ハート薬局 〒559-0017 06-4702-1221有限会社こうよう薬局 池　寛実 平29. 2. 1調剤 薬局
     大阪市住之江区中加賀屋三丁目３常　勤:    1　代表取締役　堤　秀 移転 現存
     番６号ファミール中加賀屋１０１(薬       1)基 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 358659-03068 スギ薬局　粉浜西店 〒559-0007 06-6115-8163株式会社スギ薬局　代岡本　利雄 平29. 7. 1調剤 薬局
     大阪市住之江区粉浜西３丁目１番常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     １２号近商ストア住吉店２階 (薬       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 358759-03076 ひまわり薬局 〒559-0017 06-6683-4710株式会社日栄　代表取棚橋　厚之 平29. 6. 1調剤 薬局
     大阪市住之江区中加賀屋１丁目１常　勤:    2締役　亀井　竜夫 組織変更 現存
     ４番２２号メゾンパシフィック１(薬       2) 平29. 6. 1
     Ｆ 非常勤:    1
     (薬       1)
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 358859-03084 あけぼの薬局　住之江〒559-0024 06-6682-8298株式会社あけぼの関西出口　登志子 平29. 7. 1調剤 薬局
     店 大阪市住之江区新北島７丁目１番常　勤:    1　代表取締役　森　あ 組織変更 現存
     ４８号 (薬       1)かね 平29. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 358959-03092 あゆみ薬局　住之江店〒559-0003 06-6690-7088有限会社プリモパッソ佐藤　亮子 平29.11. 1調剤 薬局
     大阪市住之江区安立４丁目９番１常　勤:    1　代表取締役　加藤　 組織変更 現存
     号１Ｆ (薬       1)哲史 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 359060-00047 三国ヶ丘薬局 〒590-0026 072-229-8931株式会社なかく　代表中原　仁孝 平19. 5. 1調剤 薬局
     堺市堺区向陵西町四丁７番２０号常　勤:    3取締役　中原　仁孝 組織変更 現存
     三国ヶ丘セレニテ１階 (薬       3) 平25. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 359160-00054 幸生堂薬局 〒590-0012 072-225-5757株式会社ヘルシーワー天元　福滝 平19.11. 1調剤 薬局
     堺市堺区浅香山町三丁４番２８号常　勤:    1ク　代表取締役　福本 新規 現存
     河喜ビル１０２号 (薬       1)　康幸 平25.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 359260-00062 泉薬局 〒590-0077 072-226-8588越山　陽三 越山　美智 平19.10. 1調剤 薬局
     堺市堺区中瓦町一丁４番２６号堺常　勤:    1 継承 現存
     東ＰＳビル１階 (薬       1) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 359360-00070 薬局マリーン　堺店 〒590-0025 072-240-0330株式会社ミルキーファ児玉　純明 平19.12. 1調剤 薬局
     堺市堺区向陵東町二丁８番２４号常　勤:    1ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　松山　喜範 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 359460-00088 きょうまち薬局 〒590-0054 072-204-6544有限会社イマトクメデ大久保　倫栄 平19.12. 1調剤 薬局
     堺市堺区京町通４番４号 常　勤:    3ィック　代表取締役　 新規 現存
     (薬       3)徳上　洋之 平25.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 359560-00096 トモエ薬局 〒590-0048 072-282-7350株式会社Ｔ・Ｙメディ石川　ゆかり 平20. 1. 1調剤 薬局
     堺市堺区一条通１１番７号アーク常　勤:    1カル　代表取締役　住 組織変更 現存
     １ (薬       1)岡　敏夫 平26. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 359660-00104 堺プラザ薬局 〒590-0951 072-222-7271株式会社セラ・メディ五十川　文広 平20. 3. 1調剤 薬局
     堺市堺区市之町西三丁２番１４号常　勤:    2ック　代表取締役　田 組織変更 現存
     和合ビル１階 (薬       2)中　久晴 平26. 3. 1
     非常勤:   22
     (薬      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 359760-00138 スギ薬局　大仙店 〒590-0821 072-280-1036株式会社スギ薬局　代鹿島　彰滋 平20. 9. 1調剤 薬局
     堺市堺区大仙西町六丁１８４番地常　勤:    1表取締役　 原　栄一 組織変更 現存
     ３号コジマＮＥＷ堺店１階 (薬       1) 平26. 9. 1
     非常勤:   23
     (薬      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 359860-00161 ノーブル薬局堺店 〒590-0972 072-222-7775株式会社ケイ・エム・川部　徹 平21.10. 1調剤 薬局
     堺市堺区竜神橋町二丁１３番地第常　勤:    1シー　代表取締役　松 新規 現存
     ５中西ビルＢＦ (薬       1)山　喜範 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 359960-00179 銀座薬局　南花田口店〒590-0075 072-227-3470株式会社銀座薬局　代 　智子 平21.12. 1調剤 薬局
     堺市堺区南花田口町二丁１番１８常　勤:    2表取締役　 　庄一郎 新規 現存
     号新堺東ビル１ＦＣ１号 (薬       2) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 360060-00195 山田衛生堂薬局 〒590-0835 072-247-0022株式会社山田衛生堂薬中部谷　竹央 平22. 2. 1調剤 薬局
     堺市堺区西湊町一丁３番２９号 常　勤:    1局　代表取締役　山田 移転 現存
     (薬       1)　益実 平28. 2. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 360160-00203 高橋薬局 〒590-0807 072-244-3460有限会社　高橋薬局　高橋　修 平22. 5. 6調剤 薬局
     堺市堺区旭ケ丘南町三丁２番３０常　勤:    2代表取締役　高橋　修 移転 現存
     号 (薬       2) 平28. 5. 6
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 360260-00245 泉薬局　堺店 〒590-0971 072-228-7350泉アークス株式会社　川崎　鶴美 平22.10. 1調剤 薬局
     堺市堺区栄橋町二丁２番２３号ベ常　勤:    7代表取締役　河田　真 組織変更 現存
     ルメゾン堺１０３号 (薬       7)紀子 平28.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 360360-00252 プラザ薬局綾之町店 〒590-0925 072-225-1880株式会社プラザ薬局　宮下　智子 平22.12. 1調剤 薬局
     堺市堺区綾之町東一丁３番３９号常　勤:    2代表取締役　小田　典 新規 現存
     (薬       2)央 平28.12. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 360460-00260 堺東川口薬局 〒590-0022 072-229-4332株式会社翔　代表取締吹田　裕子 平23. 6.27調剤 薬局
     堺市堺区中三国ケ丘町１丁１－５常　勤:    2役　川口　豊顕 移転 現存
     ０ (薬       2) 平29. 6.27
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 360560-00278 だるま薬局 〒590-0963 072-223-8593藤田　祟子 藤田　祟子 平24. 1. 1調剤 薬局
     堺市堺区少林寺町東２丁１－２６常　勤:    2 継承 現存
     (薬       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 360660-00286 ナオール薬局　宿院店〒590-0957 072-275-7892岡　麻里 中川　恵美 平24.10. 1調剤 薬局
     堺市堺区中之町西１丁１－１０堀常　勤:    2 新規 現存
     ビルＢ１ (薬       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 360760-00302 すずらん薬局　堺店 〒590-0064 072-282-4101株式会社　クカメディ 平25. 8. 1調剤 薬局
     堺市堺区南安井町１丁２－６ 常　勤:    3カル　代表取締役　宗 組織変更 現存
     (薬       3)本　美嘉子 平25. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 360860-00310 スギ薬局　堺東雲店 〒590-0013 072-275-6050株式会社　スギ薬局　伊東　正 平25. 9. 1調剤 薬局
     堺市堺区東雲西町３丁６－２５ 常　勤:    2代表取締役　 原　栄 新規 現存
     (薬       2)一 平25. 9. 1
     非常勤:   21
     (薬      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 360960-00336 コクミン薬局　高島屋〒590-0028 072-225-5593株式会社コクミン　代岡本　安英 平26. 2. 1調剤 薬局
     堺店 堺市堺区三国ヶ丘御幸通５９高島常　勤:    3表取締役　絹巻　秀展 移転 現存
     屋堺店地下１階 (薬       3) 平26. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 361060-00344 プラザ薬局　堺駅前店〒590-0985 072-226-2300株式会社プラザ薬局　水野　三枝子 平26. 4. 1調剤 薬局
     堺市堺区戎島町２丁７０－１　１常　勤:    1代表取締役　小田　典 新規 現存
     階 (薬       1)央 平26. 4. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 361160-00351 いわしや薬局 〒590-0048 072-222-7525説田　昌司 説田　裕美 平26. 7. 1調剤 薬局
     堺市堺区一条通９－４０ 常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 361260-00377 プラザ薬局　堺東店 〒590-0048 072-225-1800株式会社サンファース山下　光基 平26.11. 1調剤 薬局
     堺市堺区一条通１５－２３山和ビ常　勤:    1ト　代表取締役　山下 組織変更 現存
     ル１階 (薬       1)　光基 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 361360-00385 ネオ薬局 〒590-0027 072-229-1937クラフト株式会社　代宮本　明日香 平26.12. 1調剤 薬局
     堺市堺区榎元町１丁５－１２ドエ常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     ルヒロ１０１号 (薬       2) 平26.12. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 361460-00393 ポプリ薬局 〒590-0023 072-282-2110クラフト株式会社　代大村　慎二 平26.12. 1調剤 薬局
     堺市堺区南三国ケ丘町１丁１－２常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     ９清水ビル１階 (薬       2) 平26.12. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 361560-00401 幸生堂薬局 〒590-0836 072-245-1515株式会社ヘルシーワー大鹿　聡也 平27. 2. 1調剤 薬局
     堺市堺区楠町１丁１－２４ 常　勤:    2ク　代表取締役　福本 新規 現存
     (薬       2)　康幸 平27. 2. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 361660-00419 戎漢方薬局 〒590-0063 072-238-1193天野　勝明 天野　勝明 平27. 3. 1調剤 薬局
     堺市堺区中安井町１丁３－１８ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (薬       1) 平27. 3. 1
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 361760-00427 中島薬局　三国ヶ丘店〒590-0026 072-267-4180株式会社中島薬局　代今津　友成 平27. 5. 3調剤 薬局
     堺市堺区向陵西町４丁１１－１５常　勤:    1表取締役　八田　幸人 新規 現存
     三国ヶ丘駅前ビル１階 (薬       1) 平27. 5. 3
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 361860-00443 ウエルシア薬局　堺砂〒590-0002 072-238-5033ウエルシア薬局株式会川島　雅央 平27. 9. 1調剤 薬局
     道店 堺市堺区砂道町２丁１－９ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平27. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 361960-00450 スマイル薬局　三国ヶ〒590-0024 072-240-2146有限会社スマイルメデ村井　尚美 平27. 8.12調剤 薬局
     丘店 堺市堺区向陵中町２丁６－３ 常　勤:    2ィカル　代表取締役　 移転 現存
     (薬       2)影山　健 平27. 8.12
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 362060-00468 若草薬局 〒590-0005 072-224-0071田中　秀樹 田中　秀樹 平27.11. 1調剤 薬局
     堺市堺区南清水町２丁３－１１Ｄ常　勤:    1 新規 現存
     ＣＭダイキ㈱内１階 (薬       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 362160-00484 八十薬局 〒590-0046 072-232-7494株式会社十字堂　代表八十　宏 平28. 1. 1調剤 薬局
     堺市堺区三条通１－１ 常　勤:    4取締役　八十　秀行 組織変更 現存
     (薬       4) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 362260-00492 ＡＢＣ薬局　今池町店〒590-0018 072-233-8400株式会社エービーシー円城寺　由美子 平28. 2. 1調剤 薬局
     堺市堺区今池町３丁４－１０ 常　勤:    3・ライフ・コーポレー 新規 現存
     (薬       3)ション　代表取締役　 平28. 2. 1
     日比野　茂
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 362360-00518 はな薬局 〒590-0024 072-259-0177花岡　伸好 房垣　弓子 平28. 3. 1調剤 薬局
     堺市堺区向陵中町２丁６－１０三常　勤:    6 新規 現存
     国ロイヤルビル１０３号 (薬       6) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 362460-00526 イオン薬局　イオンス〒590-0905 072-221-0163イオンリテール株式会藤原　一行 平28. 3.15調剤 薬局
     タイル堺鉄砲町 堺市堺区鉄砲町１－１イオンスタ常　勤:    4社　代表取締役　岡崎 新規 現存
     イル堺鉄砲町１階 (薬       4)　双一 平28. 3.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 362560-00534 イルカ薬局　堺店 〒590-0024 072-240-1165野村　雅子 野村　守弘 平28. 5. 1調剤 薬局
     堺市堺区向陵中町３丁３－１４ 常　勤:    2 継承 現存
     (薬       2) 平28. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 362660-00542 すずらん薬局 〒590-0968 072-242-4007株式会社ＴＥＮ’Ｓ　宇野　靖子 平28.12. 1調剤 薬局
     堺市堺区南旅篭町西二丁３－２０常　勤:    1代表取締役　堀添　哲 新規 現存
     ホワイトオーキッド１階 (薬       1)哉 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 362760-00559 光栄薬局 〒590-0025 072-259-4043山口　貴史 山口　直子 平28.10.16調剤 薬局
     堺市堺区向陵東町三丁５番２５号常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平28.10.16
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 362860-00567 オレンジ薬局　南陵店〒590-0811 072-243-7100株式会社オレンジファ佐當　正行 平29. 5. 1調剤 薬局
     堺市堺区南陵町４丁４－１１ 常　勤:    2ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　柳生　美江 平29. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 362960-00575 けやき薬局 〒590-0026 072-227-0028ウェーブ薬局株式会社中村　憲平 平29. 5. 1調剤 薬局
     堺市堺区向陵西町１丁１－１ 常　勤:    2　代表取締役　中村　 組織変更 現存
     (薬       2)和憲 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 363060-00583 三共薬局 〒590-0905 072-229-3688長村　栄史 長村　栄史 平29. 7. 1調剤 薬局
     堺市堺区鉄砲町１２ 常　勤:    2 継承 現存
     (薬       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 363160-00591 堺東薬局 〒590-0077 072-223-0590株式会社堺東薬局　代中嶋　宣子 平30. 1. 1調剤 薬局
     堺市堺区中瓦町１丁３番９号　１常　勤:    1表取締役　山口　仁知 移転 現存
     Ｆ (薬       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 363260-00609 あゆみ薬局 〒590-0936 072-228-7630一般社団法人泉州メデ松本　匡史 平30. 4. 1調剤 薬局
     堺市堺区宿屋町東一丁２番２３号常　勤:    2ィカ　代表理事　藤井 組織変更 現存
     (薬       2)　美和子 平30. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 363360-00617 たかさご薬局 〒590-0820 072-244-3007一般社団法人泉州メデ保坂　昌美 平30. 4. 1調剤 薬局
     堺市堺区高砂町４丁１０９－３ 常　勤:    8ィカ　代表理事　藤井 組織変更 現存
     (薬       8)　美和子 平30. 4. 1
     非常勤:   21
     (薬      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 363460-00625 協和薬局 〒590-0822 072-244-7131一般社団法人泉州メデ和田　憲周 平30. 4. 1調剤 薬局
     堺市堺区協和町４丁４６５－２ 常　勤:    6ィカ　代表理事　藤井 組織変更 現存
     (薬       6)　美和子 平30. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 363561-00011 セガミ薬局　堺小阪店〒599-8276 072-276-6155株式会社ココカラファ山田　良平 平18. 4. 1調剤 薬局
     堺市中区小阪３５４－７ 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30. 4. 1
     非常勤:   26
     (薬      26)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 363661-00052 みんなの薬局　深阪店〒599-8253 072-323-3700株式会社みんなの薬局南　亜樹 平18.11. 1調剤 薬局
     堺市中区深阪２－１６－４４ 常　勤:    1　代表取締役　南　裕 新規 現存
     (薬       1)貴 平24.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 363761-00110 なごみ薬局　深井店 〒599-8236 072-276-6753株式会社サルーテ　代東野　健男 平20.10. 1 薬局
     堺市中区深井沢町３３９１－２カ常　勤:    1表取締役　田中　章介 新規 現存
     サデソル１階１０２号 (薬       1) 平26.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 363861-00128 スギ薬局　堺福田店 〒599-8241 072-230-3558株式会社スギ薬局　代半田　恵三 平20. 9. 1調剤 薬局
     堺市中区福田８６７番地 常　勤:    1表取締役　 原　栄一 組織変更 現存
     (薬       1) 平26. 9. 1
     非常勤:   21
     (薬      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 363961-00136 福田薬局 〒599-8241 072-237-0187岡田　明美 岡田　明美 平21. 2. 1調剤 薬局
     堺市中区福田４７の２番地 常　勤:    2 継承 現存
     (薬       2) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 364061-00144 スギ薬局　堺深井店 〒599-8262 072-276-6651株式会社スギ薬局　代岡本　昌憲 平21. 3. 1調剤 薬局
     堺市中区八田北町４７５番地 常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平27. 3. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 364161-00177 関西調剤薬局　福田店〒599-8241 072-235-2070株式会社プチファーマ藤田　栄治 平22. 1. 1調剤 薬局
     堺市中区福田５４９番地７ 常　勤:    2シスト　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       2)柳生　美江 平28. 1. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 364261-00185 ファーコス薬局　さわ〒599-8272 072-276-5731株式会社ファーコス　高田　信之 平22. 4. 1調剤 薬局
     まち 堺市中区深井中町１２５２番地１常　勤:    4代表取締役　島田　光 新規 現存
     号 (薬       4)明 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 364361-00201 ドクトル薬局 〒599-8275 072-270-1037株式会社ワンプルーブ中井　幸代 平22. 4. 1調剤 薬局
     堺市中区東八田２４番地１ 常　勤:    2　代表取締役　清原　 新規 現存
     (薬       2)一伸 平28. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 364461-00219 ユニバーサル薬局深井〒599-8237 072-270-2727株式会社ＭＪＰ　代表 本　千佳 平22.10. 1調剤 薬局
     店 堺市中区深井水池町３７７－１ 常　勤:    2取締役　藤本　剛志 新規 現存
     (薬       2) 平28.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 364561-00227 アピス薬局　堺店 〒599-8276 072-276-7266株式会社　アピスファ粂　総一郎 平23. 7. 1調剤 薬局
     堺市中区小阪３５９－７ 常　勤:    2ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　川越　敏章 平29. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 364661-00235 阪神調剤薬局　初芝店〒599-8233 072-230-1802株式会社阪神調剤薬局清原　丈嗣 平24. 8. 1調剤 薬局
     堺市中区大野芝町２９３－１ 常　勤:    4　代表取締役　岩崎　 新規 現存
     (薬       4)壽毅 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 364761-00243 くれよん薬局 〒599-8233 072-350-0624Ｍ’ｓファーマ株式会三宅　学 平25. 4. 1調剤 薬局
     堺市中区大野芝町２４２－９ 常　勤:    5社　代表取締役　三宅 新規 現存
     (薬       5)　学 平25. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 364861-00250 ハート薬局 〒599-8236 072-279-2638株式会社智厳　代表取宮﨑　智之 平25. 4. 1調剤 薬局
     堺市中区深井沢町３２９０深井プ常　勤:    2締役　宮﨑　智之 組織変更 現存
     ラザ内 (薬       2) 平25. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 364961-00268 クローバー薬局 〒599-8238 072-270-5070株式会社ＷＡＫＫＹ　山香　千春 平25. 8. 1調剤 薬局
     堺市中区土師町３丁３４－２８三常　勤:    1代表取締役　山香　千 新規 現存
     成ビル１階 (薬       1)春 平25. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 365061-00276 パール薬局　深井店 〒599-8273 072-276-1570株式会社　ピース・メ行司　昌之 平25. 9. 1調剤 薬局
     堺市中区深井清水町３２８５スギ常　勤:    4ディカル　代表取締役 新規 現存
     モトビル１Ｆ (薬       4)　寶上　一仁 平25. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 365161-00292 あかり薬局 〒599-8247 072-235-3600越山　陽三 越山　陽三 平26. 4. 1調剤 薬局
     堺市中区東山７３３－２ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (薬       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 365261-00300 ウエルシア薬局　堺深〒599-8235 072-278-4193ウエルシア薬局株式会山本　崇広 平26. 9. 1調剤 薬局
     井東店 堺市中区深井東町３０１３ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 組織変更 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 365361-00318 ウエルシア薬局　深井〒599-8236 072-242-2588ウエルシア薬局株式会泉谷　早苗 平26. 9. 1調剤 薬局
     駅前店 堺市中区深井沢町３２９２ＥＳＴ常　勤:    1社　代表取締役　水野 組織変更 現存
     ・昌栄１０２号室 (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 365461-00326 ウエルシア薬局　堺深〒599-8273 072-281-8501ウエルシア薬局株式会濱田　民一 平26. 9. 1調剤 薬局
     井清水店 堺市中区深井清水町２１１４－２常　勤:    1社　代表取締役　水野 組織変更 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 365561-00334 アガペ深井薬局 〒599-8236 072-276-4775株式会社アガペ　代表中野　晴信 平26.12. 1調剤 薬局
     堺市中区深井沢町３２６５ミラー常　勤:    1取締役　藤木　一行 新規 現存
     ジュ昌栄ビル１Ｆ (薬       1) 平26.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 365661-00342 マイ薬局 〒599-8272 072-279-6686株式会社カインド　代山下　泰 平27. 2. 1調剤 薬局
     堺市中区深井中町５２９－２福寿常　勤:    1表取締役　山下　泰 組織変更 現存
     苑１号室 (薬       1) 平27. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 365761-00359 ゆず薬局 〒599-8253 072-349-3496株式会社ＦＭＨ　代表藤本　大輔 平27.11. 1調剤 薬局
     堺市中区深阪６丁１９－１５土師常　勤:    1取締役　藤本　貴子 新規 現存
     ビル１Ｆ (薬       1) 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 365861-00367 サン薬局　深井店 〒599-8273 072-275-8693株式会社ストーン・フ池尻　勇樹 平27.12. 1調剤 薬局
     堺市中区深井清水町３９８５ＨＳ常　勤:    1ィールド　代表取締役 新規 現存
     深井ビル３階Ｂ号室 (薬       1)　石田　敬宏 平27.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 365961-00375 フレンド薬局　福田店〒599-8241 072-290-7233株式会社フレンドメデ 本　智世 平28. 5. 1調剤 薬局
     堺市中区福田１１００－６７ 常　勤:    1ィカル　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)桑原　慶子 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 366061-00383 東和薬局 〒599-8272 072-279-6511株式会社ヒースファー奥平　枝里果 平28. 5. 1調剤 薬局
     堺市中区深井中町１２４９番地１常　勤:    1マシー　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       1)奥平　枝里果 平28. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 366161-00391 エコ薬局　大野芝店 〒599-8233 072-237-1166有限会社エコ薬局　代村上　弦大 平29. 4. 1調剤 薬局
     堺市中区大野芝町１８０番地 常　勤:    4表取締役　砂原　孝史 新規 現存
     (薬       4) 平29. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 366261-00409 スギ薬局　堺大野芝店〒599-8233 072-247-5661株式会社スギ薬局　代朝井　裕子 平29. 4. 1調剤 薬局
     堺市中区大野芝町２３－１ 常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 366361-00417 ウエルシア薬局　堺深〒599-8237 072-276-3753ウエルシア薬局株式会白木原　亮次 平29. 7. 1調剤 薬局
     井水池店 堺市中区深井水池町３０９４ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平29. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 366461-00425 ひびき薬局　深井店 〒599-8262 072-281-8133株式会社エコファーマ森川　彩美 平29.11. 1調剤 薬局
     堺市中区八田北町５３２番地１ 常　勤:    2ライズ　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2) 谷　健太 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 366561-00433 キリン堂薬局　堺東山〒599-8247 072-236-1856株式会社キリン堂　代松本　瑞穂子 平29.12. 1調剤 薬局
     店 堺市中区東山５８０－２ 常　勤:    1表取締役　寺西　豊彦 新規 現存
     (薬       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 366661-00441 おはな薬局 〒599-8236 072-281-0787株式会社ポルーファー大仲　由佳 平30. 1. 1調剤 薬局
     堺市中区深井沢町３１４０ 常　勤:    1マシー　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       1)大仲　由佳 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 366761-00458 深阪矢谷薬局 〒599-8253 072-247-5815株式会社大新堂　代表安井　祐太郎 平30. 2. 1調剤 薬局
     堺市中区深阪５丁３－５１深阪新常　勤:    4取締役　二塚　安子 組織変更 現存
     和ビル１階１０１号室 (薬       4) 平30. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 366861-00466 鹿嶋薬局　深井店 〒599-8237 072-277-2609鹿嶋薬局株式会社　代鹿嶋　重二郎 平30. 2. 1調剤 薬局
     堺市中区深井水池町３１６０ 常　勤:    1表取締役　鹿嶋　重二 組織変更 現存
     (薬       1)郎 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 366961-00474 鹿嶋薬局　八田店 〒599-8265 072-277-3773鹿嶋薬局株式会社　代鹿嶋　隆行 平30. 2. 1調剤 薬局
     堺市中区八田西町三丁２－１ 常　勤:    2表取締役　鹿嶋　重二 組織変更 現存
     (薬       2)郎 平30. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 367061-00482 サンライトげんき薬局〒599-8265 072-242-4573株式会社アクセスライ阪口　尚也 平30. 3. 1調剤 薬局
     　堺店 堺市中区八田西町２丁１０番３号常　勤:    4フ　代表取締役　住川 新規 現存
     (薬       4)　奈美 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 367161-00490 りんご薬局 〒599-8248 072-276-5002有限会社イーストレイ辻田　修 平30. 4. 1調剤 薬局
     堺市中区深井畑山町２５４番５号常　勤:    1ク　代表取締役　米田 新規 現存
     (薬       1)　眞理子 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 367262-00019 マルイチ薬局　北野田〒599-8123 072-237-8193有限会社マルイチ薬局西田　優美 平18. 9. 1調剤 薬局
     店 堺市東区北野田１３番地２７ 常　勤:    3　取締役　小田　早苗 新規 現存
     (薬       3) 平24. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 367362-00027 あしたば北野田薬局 〒599-8122 072-204-1122株式会社立健　代表取鈴木　利次 平18.11. 1調剤 薬局
     堺市東区丈六１６０番地６ 常　勤:    2締役　鈴木　利次 新規 現存
     (薬       2) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 367462-00035 キタバ薬局 〒599-8123 072-234-6261株式会社せいき　代表山村　広斗 平19. 4. 1調剤 薬局
     堺市東区北野田１０８４番地ベル常　勤:    5取締役　南　啓二 新規 現存
     ヒル北野田２階 (薬       5) 平25. 4. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
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 367562-00043 オリーブ薬局 〒599-8123 072-230-5228有限会社　エムズファ溝上　宗昭 平19. 7. 1調剤 薬局
     堺市東区北野田６１５番地の７ 常　勤:    1ーマ　取締役　溝上　 移転 現存
     (薬       1)宗昭 平25. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 367662-00076 グリーン薬局 〒599-8114 072-288-1023株式会社ファルマイニ髙山　宏 平21. 1. 1調剤 薬局
     堺市東区日置荘西町四丁１０番１常　勤:    2シア　代表取締役　髙 組織変更 現存
     ８号 (薬       2)山　宏 平27. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 367762-00100 勝田薬局 〒599-8114 072-286-5670有限会社　勝田　代表勝田　悦子 平22. 8. 1調剤 薬局
     堺市東区日置荘西町二丁３５番８常　勤:    2取締役　勝田　悦子 組織変更 現存
     号 (薬       2) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 367862-00118 なの花薬局　初芝店 〒599-8116 072-285-5400株式会社　共栄ファー竹 　里香 平22. 8. 1調剤 薬局
     堺市東区野尻町３２５番地５ 常　勤:    3マシー　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       3)宇野　光裕 平28. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 367962-00126 スギ薬局　堺白鷺店 〒599-8107 072-288-2055株式会社　スギ薬局　竹内　正雄 平24. 6. 1調剤 薬局
     堺市東区白鷺町３丁１２－４７ 常　勤:    1代表取締役　 原　栄 新規 現存
     (薬       1)一 平30. 6. 1
     非常勤:   20
     (薬      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 368062-00134 てんじん薬局 〒599-8112 072-349-3981河本　修 河本　修 平24.11. 1調剤 薬局
     堺市東区日置荘原寺町１０７－１常　勤:    1 新規 現存
     クオリティコート１０１ (薬       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 368162-00142 笑顔薬局　北野田店 〒599-8125 072-239-0009有限会社ソウシン　代益満　聡美 平25. 2. 1調剤 薬局
     堺市東区西野２１６－１ 常　勤:    1表取締役　安田　剛 組織変更 現存
     (薬       1) 平25. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 368262-00159 らいふ薬局　北野田店〒599-8123 072-236-0088ハートライフ株式会社中井　知則 平25. 4. 1調剤 薬局
     堺市東区北野田５５１－１６ 常　勤:    4　代表取締役　音地　 新規 現存
     (薬       4)幸雄 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 368362-00175 そうごう薬局　初芝店〒599-8114 072-288-5131総合メディカル株式会藤本　真輝 平25. 9. 1調剤 薬局
     堺市東区日置荘西町１丁２０－５常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平25. 9. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 368462-00191 ウエルシア薬局　堺草〒599-8127 072-230-1670ウエルシア薬局株式会染菱　陽平 平26. 9. 1調剤 薬局
     尾店 堺市東区草尾６３３－５ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 組織変更 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 368562-00209 ウエルシア薬局　堺日〒599-8114 072-288-1560ウエルシア薬局株式会 田　紗希 平29.11. 1調剤 薬局
     置荘西町店 堺市東区日置荘西町２丁１９－２常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     ２ (薬       1)　秀晴 平29.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 368662-00217 北野田ファーマライズ〒599-8123 072-230-5280株式会社テラ・ヘルス神納　啓子 平30. 3. 1調剤 薬局
     薬局 堺市東区北野田５３８番地２ 常　勤:    1プロモーション　代表 組織変更 現存
     (薬       1)取締役　赤松　優仁 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 368762-00225 トリム薬局　北野田店〒599-8123 072-230-2650株式会社テラ・ヘルス中村　歩加 平30. 3. 1調剤 薬局
     堺市東区北野田５５１－６ 常　勤:    2プロモーション　代表 組織変更 現存
     (薬       2)取締役　赤松　優仁 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 368862-00233 スギ薬局　北野田店 〒599-8122 072-284-8127株式会社スギ薬局　代石山　善崇 平30. 4. 1調剤 薬局
     堺市東区丈六１８３番地１８ダイ常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     エー北野田店１階 (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 368963-00017 イズミ薬局　諏訪森店〒592-8349 072-269-6000株式会社イズミ　代表田村　利隆 平18. 9. 1調剤 薬局
     堺市西区浜寺諏訪森町東三丁３７常　勤:    4取締役　大塚　吉史 新規 現存
     １番地１ (薬       4) 平24. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 369063-00033 ジャパンファーマシー〒593-8324 072-225-4010株式会社ジャパンファ砂 　良圭 平19. 8. 1調剤 薬局
     薬局　鳳駅前店 堺市西区鳳東町四丁３５４－１Ｐ常　勤:    4ーマシー　代表取締役 新規 現存
     ｒｉｍｏおおとり１－Ａ (薬       4)　前田　光男 平25. 8. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 369163-00058 木下薬局 〒592-8348 072-266-3934木下　善太 木下　善太 平20. 3. 1調剤 薬局
     堺市西区浜寺諏訪森町中二丁１８常　勤:    2 新規 現存
     ６番地２号 (薬       2) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 369263-00082 ひびき薬局 〒593-8322 072-271-8989有限会社エコ薬局　代黒田　勝茂 平20. 7. 1調剤 薬局
     堺市西区津久野町一丁８番１２号常　勤:    3表取締役　砂原　孝史 新規 現存
     エアーズロックビル１０２号 (薬       3) 平26. 7. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 369363-00090 鳳さくら薬局 〒593-8311 072-260-3977株式会社リメディ　代鬼塚　良 平20.12. 1調剤 薬局
     堺市西区上６６４番２ 常　勤:    3表取締役　柳本　信也 新規 現存
     (薬       3) 平26.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 369463-00108 ツクノ薬局 〒593-8322 072-271-1416辻　明彦 辻　明彦 平20.10.25調剤 薬局
     堺市西区津久野町一丁１－１ 常　勤:    2 継承 現存
     (薬       2) 平26.10.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 369563-00116 くぼ薬局 〒593-8303 072-277-0143久保　幸信 久保　富子 平20.11. 1調剤 薬局
     堺市西区上野芝向ケ丘町二丁９－常　勤:    2 継承 現存
     ４０ (薬       2) 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 369663-00165 くるみ薬局 〒593-8301 072-276-7100ベガファーマ株式会社上森　雅子 平22. 3. 1調剤 薬局
     堺市西区上野芝町三丁３番２４－常　勤:    3　代表取締役　久野　 新規 現存
     １０２号 (薬       3)泰弘 平28. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
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 369763-00199 紀北調剤薬局まんざき〒593-8315 072-290-7581株式会社エーエム・サ阿水　瑛彰 平22.10. 1調剤 薬局
     ひしき店 堺市西区菱木１丁２２２９－２ 常　勤:    3ポート　代表取締役　 新規 現存
     (薬       3)上能　聖子 平28.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 369863-00207 さくら薬局　堺浜寺船〒592-8341 072-265-5413クラフト株式会社　代西岡　由起 平22. 9. 1調剤 薬局
     尾店 堺市西区浜寺船尾町東四丁２４７常　勤:    5表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     番４号 (薬       5) 平28. 9. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 369963-00215 かるがも薬局　上野芝〒593-8303 072-270-2271株式会社メディカルか上杉　正澄 平22.11. 1調剤 薬局
     店 堺市西区上野芝向ケ丘町四丁２４常　勤:    1るがも　代表取締役　 新規 現存
     －２６ (薬       1)森　正彦 平28.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 370063-00223 ケンコー薬局　西店 〒592-8347 072-264-4355有限会社ケンコー薬局土谷　啓子 平22.12. 1調剤 薬局
     堺市西区浜寺諏訪森町西二丁８０常　勤:    1　代表取締役　堺　敏 新規 現存
     (薬       1)彦 平28.12. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 370163-00231 泉薬局　津久野店 〒593-8322 072-260-0028ＬＲＴ株式会社　代表中筋　佳司 平23.10. 1調剤 薬局
     堺市西区津久野町１－４－３ 常　勤:    4取締役　保田　佑馬 組織変更 現存
     (薬       4) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 370263-00249 ドクトル薬局 〒593-8304 072-260-3230シミズメディカル株式宗森　正明 平25. 1. 1 薬局
     堺市西区家原寺町１丁１３－１０常　勤:    2会社　代表取締役　清 新規 現存
     (薬       2)水　光彦 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 370363-00264 オリーブ薬局 〒593-8322 072-230-4524株式会社　アミカ　代近藤　崇 平25. 7. 1調剤 薬局
     堺市西区津久野町３丁２７－５２常　勤:    1表取締役　近藤　崇 新規 現存
     (薬       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 370463-00272 北条おおた薬局 〒593-8302 072-256-4738有限会社　ヘルス・ス枡矢　洋子 平25. 7. 1調剤 薬局
     堺市西区北条町１丁３６－４１ 常　勤:    1テージオオタ　代表取 新規 現存
     (薬       1)締役　太田　恭史 平25. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 370563-00280 ココカラファイン薬局〒593-8324 072-260-3915株式会社ココカラファ吉井　康之 平25.10. 1調剤 薬局
     　鳳店 堺市西区鳳東町２丁１７７－３ 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25.10. 1
     非常勤:   43
     (薬      43)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 370663-00298 サン薬局　鳳店 〒593-8324 072-289-8545株式会社ストーン・フ金宮　聡子 平26. 2. 1調剤 薬局
     堺市西区鳳東町２丁１８３－５　常　勤:    1ィールド　代表取締役 新規 現存
     １Ｆ (薬       1)　石田　敬宏 平26. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 370763-00306 サツキ薬局 〒592-8343 072-268-6722株式会社プチファーマ深江　操 平26. 4. 1調剤 薬局
     堺市西区浜寺元町１丁１０－１　常　勤:    1シスト　代表取締役　 組織変更 現存
     １階 (薬       1)柳生　美江 平26. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 370863-00314 ダイエーおおとり店薬〒593-8324 072-275-0810株式会社ダイエー　代寺岡　千恵 平26. 5. 1調剤 薬局
     局 堺市西区鳳東町７丁７３３ダイエ常　勤:    6表取締役　近澤　靖英 新規 現存
     ーおおとり店１階 (薬       6) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 370963-00330 いしづ薬局 〒592-8334 072-202-4562有限会社イマトクメデ高橋　和子 平26. 5. 1調剤 薬局
     堺市西区浜寺石津町中１丁３－８常　勤:    4ィック　代表取締役　 移転 現存
     (薬       4)德上　洋之 平26. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 371063-00348 一休薬局 〒593-8322 072-369-4519株式会社Ｙ２カンパニ冨地　亜美 平26. 7. 1調剤 薬局
     堺市西区津久野町１丁１－１　１常　勤:    2ー　代表取締役　冨地 新規 現存
     Ｆ (薬       2)　信行 平26. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 371163-00355 ウエルシア薬局　堺諏〒592-8347 072-266-1672ウエルシア薬局株式会岩井　貴志 平26. 9. 1調剤 薬局
     訪ノ森店 堺市西区浜寺諏訪森町西２丁１３常　勤:    1社　代表取締役　水野 組織変更 現存
     ５－２ (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 371263-00363 ウエルシア薬局　堺上〒593-8303 072-278-3630ウエルシア薬局株式会村岡　直希 平26.10. 1調剤 薬局
     野芝店 堺市西区上野芝向ケ丘町６丁６－常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     ４３ (薬       1)　秀晴 平26.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 371363-00371 らいふ薬局 〒593-8311 072-260-3320株式会社ＮＳメディカ橘　司郎 平27. 4. 1調剤 薬局
     堺市西区上４６７－８　１階 常　勤:    1ル　代表取締役　米田 新規 現存
     (薬       1)　典生 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 371463-00389 あい薬局 〒593-8322 072-290-7159株式会社ファーマシー山本　真規子 平27. 5. 1調剤 薬局
     堺市西区津久野町１丁１２－１ 常　勤:    2エクスプレス　代表取 新規 現存
     (薬       2)締役　桐山　繁昭 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 371563-00397 マルイチ薬局 〒593-8324 072-273-7101有限会社マルイチ薬局小田　早苗 平27. 4. 1調剤 薬局
     堺市西区鳳東町２丁１７０－４ 常　勤:    3　取締役　小田　早苗 移転 現存
     (薬       3) 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 371663-00405 紀北調剤薬局　つくの〒593-8329 06-6313-1360株式会社エーエム・サ牧　裕子 平27. 5. 1調剤 薬局
     店 堺市西区下田町２５－３２ 常　勤:    1ポート　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)上能　聖子 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 371763-00413 ホーム薬局　津久野店〒593-8322 072-260-1001有限会社ホーム薬局　 田　廣美 平27. 6. 1調剤 薬局
     堺市西区津久野町１丁２０－１津常　勤:    2代表取締役　東尾　勝 新規 現存
     久野メディカビル１Ｆ (薬       2)則 平27. 6. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 371863-00421 ツバキ薬局 〒593-8322 072-274-7007株式会社ツバキファー柿本　眞紀 平27. 6. 1調剤 薬局
     堺市西区津久野町１丁１７－３０常　勤:    9マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       9)椿本　勝彦 平27. 6. 1
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 371963-00439 カイセイ薬局 〒593-8322 072-260-5666株式会社育星会　代表小林　由佳 平27. 5. 3調剤 薬局
     堺市西区津久野町１丁９－１１ 常　勤:    1取締役　飯田　彰 移転 現存
     (薬       1) 平27. 5. 3
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 372063-00447 オレンジ薬局　石津町〒592-8334 072-268-2600株式会社プチファーマ後藤　良孝 平27. 6. 1調剤 薬局
     店 堺市西区浜寺石津町中３丁１４－常　勤:    1シスト　代表取締役　 新規 現存
     １５ (薬       1)柳生　美江 平27. 6. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 372163-00454 つくのグリーン薬局 〒593-8322 072-284-7461株式会社リーフ　代表竹村　綾子 平27. 7. 1調剤 薬局
     堺市西区津久野町１丁２０－３－常　勤:    4取締役　小松　孝紀 新規 現存
     １ (薬       4) 平27. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 372263-00462 ダイヘイ薬局 〒593-8322 072-271-0117奥田　敏勝 奥田　敏勝 平27. 9. 1調剤 薬局
     堺市西区津久野町１丁２１－２０常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 372363-00470 オレンジ薬局　鳳店 〒593-8311 072-260-3860株式会社プチファーマ清野　美央 平28. 5. 1調剤 薬局
     堺市西区上７１４－１　朝日医療常　勤:    1シスト　代表取締役　 組織変更 現存
     ビル鳳南１階 (薬       1)柳生　美江 平28. 5. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 372463-00488 ウエルシア薬局　堺鳳〒593-8327 072-265-0752ウエルシア薬局株式会黒木　圭吾 平28. 9. 1調剤 薬局
     中町店 堺市西区鳳中町七丁３番３ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平28. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 372563-00496 うえのしば薬局 〒593-8301 0722-75-5882有限会社イマトクメデ森　修平 平28.10. 1調剤 薬局
     堺市西区上野芝町三丁７－４１ 常　勤:    2ィック　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)德上　洋之 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 372663-00504 エコ薬局　鳳店 〒593-8325 072-274-6060有限会社エコ薬局　代鷹塀　幸路 平28.12.19調剤 薬局
     堺市西区鳳南町三丁１９９－１１常　勤:    1表取締役　砂原　孝史 新規 現存
     ６ (薬       1) 平28.12.19
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 372763-00512 サエラ薬局　アリオ鳳〒593-8325 072-272-8826株式会社サエラファー上平　恭輔 平30. 1. 1調剤 薬局
     店 堺市西区鳳南町三丁１９９番１２常　勤:    3マシーズ　代表取締役 組織変更 現存
     号アリオ鳳アリオモール２階２１(薬       3)　小池　由久 平30. 1. 1
     １０ 非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 372863-00520 きぼう薬局おおとり店〒593-8328 072-246-9705株式会社きぼう　代表山本　一成 平30. 1. 1調剤 薬局
     堺市西区鳳北町４丁２２１－５ 常　勤:    2取締役　円市　正人 組織変更 現存
     (薬       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 372963-00538 浜寺ファーマライズ薬〒592-8346 072-265-6371株式会社テラ・ヘルス南口　ひろみ 平30. 3. 1調剤 薬局
     局 堺市西区浜寺公園町一丁１２番１常　勤:    3プロモーション　代表 組織変更 現存
     ０号 (薬       3)取締役　赤松　優仁 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 373063-00546 タンポポ薬局 〒593-8325 072-271-6391一般社団法人泉州メデ林　智子 平30. 4. 1調剤 薬局
     堺市西区鳳南町５丁５９８－２ 常　勤:    9ィカ　代表理事　藤井 組織変更 現存
     (薬       9)　美和子 平30. 4. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 373164-00023 フジメディカル薬局 〒590-0141 072-299-5268株式会社ケイ・エム・村上　美智子 平20.11. 1調剤 薬局
     堺市南区桃山台三丁１番１６号泉常　勤:    2シー　代表取締役　松 組織変更 現存
     北桃山台市連マーケット２階 (薬       2)山　喜範 平26.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 373264-00064 晴美台まごころ薬局 〒590-0113 072-292-5553株式会社パンドライフ小園　英幸 平21.11. 1調剤 薬局
     堺市南区晴美台二丁３５番地１１常　勤:    1　代表取締役　坂部　 新規 現存
     号 (薬       1)富佐惠 平27.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 373364-00072 カメイ調剤薬局　泉ヶ〒590-0111 072-292-0293カメイ株式会社　代表尾定　潔 平21.11. 1調剤 薬局
     丘店 堺市南区三原台一丁２番３号 常　勤:    5取締役　亀井　文行 組織変更 現存
     (薬       5) 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 373464-00080 ツバメ薬局 〒590-0154 072-205-9920河原田　悦治 河原田　悦治 平22. 3. 1調剤 薬局
     堺市南区三木閉６５－１番地 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 373564-00098 庭代薬局 〒590-0133 072-299-3572田中　靖夫 田中　靖夫 平22. 5. 1調剤 薬局
     堺市南区庭代台二丁９番３号 常　勤:    1 組織変更 現存
     (薬       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 373664-00106 豊田薬局 〒590-0115 072-291-0346豊田　千浩 豊田　千浩 平22.10.23調剤 薬局
     堺市南区茶山台三丁２２番３号 常　勤:    1 継承 現存
     (薬       1) 平28.10.23
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 373764-00155 ゆう薬局 〒590-0144 072-289-8670ゆう株式会社　代表取伊﨑　修自 平24. 9. 1調剤 薬局
     堺市南区赤坂台２丁５－６ 常　勤:    1締役　伊﨑　礼子 新規 現存
     (薬       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 373864-00163 上野薬局 〒590-0143 072-298-7998上野　悦彦 上野　美奈子 平25. 4. 1調剤 薬局
     堺市南区新檜尾台３丁６－５ 常　勤:    4 継承 現存
     (薬       4) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 373964-00171 深阪中央薬局 〒590-0103 072-234-4193株式会社　深阪調剤介藤原　順滋 平25. 7. 1調剤 薬局
     堺市南区深阪南２６９０－３ 常　勤:    3護センター　代表取締 新規 現存
     (薬       3)役　藤原　啓子 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 374064-00189 たけしろ薬局 〒590-0105 072-297-4692有限会社井森　代表取井森　健夫 平25. 9.17調剤 薬局
     堺市南区竹城台４丁１－４　１階常　勤:    3締役　井森　健夫 移転 現存
     (薬       3) 平25. 9.17
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 374164-00197 薬局白十字 〒590-0116 072-296-8001株式会社薬局白十字　佐野　恒子 平26. 7. 1調剤 薬局
     堺市南区若松台２丁１－４－１０常　勤:    3代表取締役　佐野　智 組織変更 現存
     ６ (薬       3) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 374264-00205 キリン薬局 〒590-0111 072-299-9877株式会社タイセイメデ静　幸雄 平26.10. 1調剤 薬局
     堺市南区三原台４丁１－４ 常　勤:    2ィカルサービス　代表 新規 現存
     (薬       2)取締役　大西　龍二 平26.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 374364-00213 ウエルシア薬局　堺大〒590-0153 072-284-1520ウエルシア薬局株式会竹本　真弥 平26. 9. 1調剤 薬局
     庭寺２号店 堺市南区大庭寺８６９－１ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 組織変更 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 374464-00221 ウエルシア薬局　堺大〒590-0153 072-284-5256ウエルシア薬局株式会樋口　友則 平26. 9. 1調剤 薬局
     庭寺１号店 堺市南区大庭寺７９３－４ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 組織変更 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 374564-00239 サツキ薬局 〒590-0133 072-295-8233株式会社タイコー堂薬田中　恵美子 平26.12. 1調剤 薬局
     堺市南区庭代台３丁１－８ 常　勤:    3局本店　代表取締役　 新規 現存
     (薬       3)大島　浩一郎 平26.12. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 374664-00254 みゆき薬局 〒590-0152 072-295-2866ＬＲＴ株式会社　代表小川　寛樹 平27. 4. 1調剤 薬局
     堺市南区和田４８ 常　勤:    1取締役　保田　佑馬 新規 現存
     (薬       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 374764-00262 キリン薬局 〒590-0137 072-292-4300株式会社キリンメディ髙橋　良治 平27. 6. 1調剤 薬局
     堺市南区城山台３丁２－１ 常　勤:    1カル　代表取締役　大 新規 現存
     (薬       1)西　龍二 平27. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 374864-00270 トップ薬局 〒590-0138 072-299-3521南海総合株式会社　代 郷　さなえ 平27.11. 1調剤 薬局
     堺市南区鴨谷台２丁２－１サンピ常　勤:    1表取締役　 郷　さな 組織変更 現存
     ア２階 (薬       1)え 平27.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 374964-00288 まどか薬局　大庭寺店〒590-0153 072-349-7416尾上　滋子 尾上　滋子 平28. 1. 1調剤 薬局
     堺市南区大庭寺７７８－１０ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 375064-00296 みずほ調剤薬局 〒590-0117 072-284-5120有限会社エム・エスフ笹川　敦 平28. 7. 1調剤 薬局
     堺市南区高倉台一丁２番２号 常　勤:    1ァーマシー　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　岡本　和範 平28. 7. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 375164-00304 ウエルシア薬局　堺原〒590-0132 072-295-0537ウエルシア薬局株式会内本　英樹 平28. 8. 1調剤 薬局
     山台店 堺市南区原山台五丁１７－１ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平28. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 375264-00312 ふれあい薬局　アクト〒590-0138 072-349-7390株式会社ふれあい薬局吉岡　広泰 平28. 9. 1調剤 薬局
     光明池店 堺市南区鴨谷台二丁１番の３　光常　勤:    3　代表取締役　島内　 新規 現存
     明池アクトビル２Ｆ (薬       3)宏 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 375364-00320 ひなた薬局 〒590-0114 072-293-5666株式会社ひなた薬局　谷森　佳弘 平28. 9. 1調剤 薬局
     堺市南区槇塚台一丁１１番３号 常　勤:    2代表取締役　谷森　佳 新規 現存
     (薬       2)弘 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 375464-00338 サルース薬局 〒590-0132 072-284-6055株式会社ファーネス　森戸　朋子 平28. 9. 1調剤 薬局
     堺市南区原山台五丁９番５号クロ常　勤:    3代表取締役　小林　智 移転 現存
     スモールＢ館１階 (薬       3)子 平28. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 375564-00346 どんぐり薬局　高倉台〒590-0117 072-247-5525有限会社どんぐり　代石川　弘子 平29. 1. 1調剤 薬局
     店 堺市南区高倉台四丁２１－１ 常　勤:    1表取締役　金澤　洋 新規 現存
     (薬       1) 平29. 1. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 375664-00353 すず薬局　みきとじ店〒590-0154 072-293-9323有限会社ファーマシー西田　一雄 平29. 4. 1調剤 薬局
     堺市南区三木閉９２－１ 常　勤:    2すず　代表取締役　鈴 新規 現存
     (薬       2)木　伸良 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 375764-00379 薬局白十字　２号店 〒590-0116 072-284-8610株式会社薬局白十字　佐野　由佳 平30. 2. 1調剤 薬局
     堺市南区若松台２丁２－８ 常　勤:    2代表取締役　佐野　智 新規 現存
     (薬       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 375864-00387 泉のひろば薬局 〒590-0115 072-295-7272有限会社すみれメディ明星　純子 平30. 2. 1調剤 薬局
     堺市南区茶山台１丁２－３泉ヶ丘常　勤:    1カル　取締役　伊藤　 新規 現存
     ひろば専門店街１階 (薬       1)寛 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 375964-00395 戎薬局　光明池店 〒590-0143 072-295-1221株式会社七福メディカ大森　頌子 平30. 5. 1調剤 薬局
     堺市南区新檜尾台３丁５－４ 常　勤:    1ル　代表取締役　天野 組織変更 現存
     (薬       1)　勝明 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 376064-00403 キリン堂薬局　栂・美〒590-0141 072-296-3311株式会社キリン堂　代 本　聖子 平30. 5. 7調剤 薬局
     木多店 堺市南区桃山台二丁３番４号ツイ常　勤:    1表取締役　寺西　豊彦 移転 現存
     ンビル桃山パート１　１階 (薬       1) 平30. 5. 7
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 376165-00046 くるみ薬局 〒591-8002 072-240-0017ベガファーマ株式会社田中　圭子 平18.10. 1調剤 薬局
     堺市北区北花田町三丁４５番４０常　勤:    6　代表取締役　久野　 新規 現存
     号　１０２号 (薬       6)泰弘 平24.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 376265-00095 しののめ八千代薬局 〒591-8041 072-255-3221 田　斉 田　斉 平19.11. 1調剤 薬局
     堺市北区東雲東町二丁１番１８号常　勤:    2 継承 現存
     (薬       2) 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 376365-00111 エブリー薬局 〒591-8021 072-250-6678有限会社いなほ　代表竹中　育美 平20. 2. 1調剤 薬局
     堺市北区新金岡町四丁１番１１号常　勤:    1取締役　下町　隆彦 新規 現存
     エブリー２階 (薬       1) 平26. 2. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 376465-00137 ラビット金岡薬局 〒591-8004 072-250-3232有限会社雄和　取締役城　久美子 平20. 9. 1調剤 薬局
     堺市北区蔵前町１丁７番５号 常　勤:    2　落部　達雄 新規 現存
     (薬       2) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 376565-00145 あおい薬局 〒591-8037 072-240-2180山本　勲 瓦谷　恭子 平20. 9. 1調剤 薬局
     堺市北区百舌鳥赤畑町四丁２５０常　勤:    1 継承 現存
     番地の１アーバンスカイハイツ　(薬       1) 平26. 9. 1
     １階 非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 376665-00152 イオン薬局堺北花田店〒591-8008 072-257-4900イオンリテール株式会中神　明 平20. 8.21調剤 薬局
     堺市北区東浅香山町四丁１番１２常　勤:   10社　代表取締役　岡崎 組織変更 現存
     号 (薬      10)　双一 平26. 8.21
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 376765-00160 スギ薬局　中百舌鳥店〒591-8022 072-240-3282株式会社スギ薬局　代松山　明子 平20. 9. 1調剤 薬局
     堺市北区金岡町３０４７番地３ 常　勤:    1表取締役　 原　栄一 組織変更 現存
     (薬       1) 平26. 9. 1
     非常勤:   20
     (薬      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 376865-00210 そうごう薬局　三国ヶ〒591-8046 072-250-9921総合メディカル株式会安井　裕美 平21. 8. 1調剤 薬局
     丘店 堺市北区東三国ケ丘町五丁５番２常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     号 (薬       1)　賢治 平27. 8. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 376965-00228 オレンジ薬局２号店 〒591-8025 072-240-0246有限会社オレンジメデ黒田　知嘉子 平21. 9. 1調剤 薬局
     堺市北区長曾根町３０６４番地１常　勤:    2ィカル　取締役　明石 新規 現存
     (薬       2)　俊樹 平27. 9. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 377065-00236 リバティ薬局 〒591-8044 072-252-6546有限会社エビデンス　小池　貴典 平21. 9. 1調剤 薬局
     堺市北区中長尾町三丁１番２９号常　勤:    1代表取締役　小池　貴 組織変更 現存
     (薬       1)典 平27. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 377165-00251 キリン堂薬局　北花田〒591-8007 072-256-6755株式会社キリン堂　代酒井　泰奈 平21. 9.24調剤 薬局
     店 堺市北区奥本町二丁１０番 常　勤:    1表取締役　寺西　豊彦 移転 現存
     (薬       1) 平27. 9.24
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 377265-00269 白鳥薬局 〒591-8046 072-259-3226株式会社ウィング　代平田　順洋 平22. 1. 1調剤 薬局
     堺市北区東三国ケ丘町五丁７番１常　勤:    3表取締役　森下　明美 新規 現存
     号 (薬       3) 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 377365-00277 スギ薬局　堺長曽根店〒591-8025 072-240-0253株式会社スギ薬局　代森下　尚 平22. 1. 1調剤 薬局
     堺市北区長曾根町３０４３番地４常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     号 (薬       1) 平28. 1. 1
     非常勤:   21
     (薬      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 377465-00285 もず薬局 〒591-8031 072-252-3239久保　ゆり 久保　ゆり 平22. 1. 1調剤 薬局
     堺市北区百舌鳥梅北町五丁４４８常　勤:    2 継承 現存
     番 (薬       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 377565-00301 かるがも薬局　北花田〒591-8002 072-250-0704株式会社メディカルか森　美穂 平22. 4. 1調剤 薬局
     店 堺市北区北花田町二丁４番１号 常　勤:    3るがも　代表取締役　 新規 現存
     (薬       3)森　正彦 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 377665-00327 ミント薬局 〒591-8008 072-254-3451株式会社ＦＴＣ　代表髙村　信悟 平22. 9. 1調剤 薬局
     堺市北区東浅香山町二丁３３３番常　勤:    1取締役社長　髙村　信 組織変更 現存
     地 (薬       1)悟 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 377765-00368 幸生堂薬局 〒591-8022 072-256-3636株式会社ヘルシーワー氏本　直美 平23.12. 1調剤 薬局
     堺市北区金岡町３０２５番地１０常　勤:    1ク　代表取締役　福本 新規 現存
     (薬       1)　康幸 平29.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 377865-00376 オアシス薬局 〒591-8023 072-253-1007株式会社荒川製作所　又賀　幸雄 平24. 4. 1調剤 薬局
     堺市北区中百舌鳥町４丁５９１中常　勤:    1代表取締役　晒科　元 新規 現存
     田ビル１階 (薬       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 377965-00392 新金岡薬局 〒591-8021 072-253-1045株式会社新金岡薬局　福元　述子 平24.10. 1調剤 薬局
     堺市北区新金岡町５丁３－１０１常　勤:    2代表取締役　福元　述 組織変更 現存
     新金岡グリーンハイツ１階 (薬       2)子 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 378065-00400 ささら薬局ぷらすわん〒591-8037 072-246-8893中　俊夫 中　俊夫 平24.11. 1調剤 薬局
     堺市北区百舌鳥赤畑町３丁２０４常　勤:    1 継承 現存
     －３るみなすみくに１階 (薬       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 378165-00418 ドクトル薬局 〒591-8032 072-242-6921株式会社　ワンプルー奥　仁美 平25. 7. 1調剤 薬局
     堺市北区百舌鳥梅町１丁９－１３常　勤:    3ブ　代表取締役　清原 新規 現存
     (薬       3)　一伸 平25. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 378265-00426 コスモファーマ薬局　〒591-8022 072-254-7604株式会社　コスモファ浦野　久惠 平25. 9. 1調剤 薬局
     白鷺店 堺市北区金岡町１４２３－４ビッ常　勤:    1ーマ大阪　代表取締役 新規 現存
     グカーサ堺しらさぎ駅前Ｃ棟１階(薬       1)　藤田　愛里 平25. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 378365-00434 イオン薬局　新金岡店〒591-8021 072-341-0099イオンリテール株式会清川　大知 平25.10. 1調剤 薬局
     堺市北区新金岡町４丁１－１１イ常　勤:    6社　代表取締役　岡崎 新規 現存
     オン新金岡店１階 (薬       6)　双一 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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 378465-00442 オレンジ薬局　なかも〒591-8032 072-247-9811株式会社プチファーマ伊藤　由樹 平26. 2. 1調剤 薬局
     ず店 堺市北区百舌鳥梅町３丁１－３ 常　勤:    1シスト　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)柳生　美江 平26. 2. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 378565-00459 サツキ薬局 〒591-8032 072-255-7020株式会社プチファーマ髙田　英子 平26. 4. 1調剤 薬局
     堺市北区百舌鳥梅町３丁４７－１常　勤:    1シスト　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       1)柳生　美江 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 378665-00475 浅香山薬局 〒591-8008 072-251-0380株式会社葵調剤　代表小北　能一 平26. 7. 1調剤 薬局
     堺市北区東浅香山町１丁２５７－常　勤:    2取締役　生駒　忠史 組織変更 現存
     ３ (薬       2) 平26. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 378765-00483 つなぐ薬局 〒591-8002 072-240-0828株式会社ＴＳＵＮＡＧ鎌田　修平 平26. 9. 1調剤 薬局
     堺市北区北花田町３丁２６－６ 常　勤:    1Ｕ　代表取締役　岩前 組織変更 現存
     (薬       1)　茂裕 平26. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 378865-00491 そうごう薬局　白鷺店〒591-8022 072-255-4101総合メディカル株式会杉本　晃一 平26.10. 1調剤 薬局
     堺市北区金岡町１５９１－４ 常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平26.10. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 378965-00509 ウエルシア薬局　堺北〒591-8002 072-246-7290ウエルシア薬局株式会名越　碧 平26. 9. 1調剤 薬局
     花田店 堺市北区北花田町３丁１８－１４常　勤:    1社　代表取締役　水野 組織変更 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 379065-00517 ウエルシア薬局　堺長〒591-8025 072-254-1181ウエルシア薬局株式会巽　正志 平26. 9. 1調剤 薬局
     曽根店 堺市北区長曽根町１２０７－４ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 組織変更 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 379165-00533 ティ・エム薬局 〒591-8004 072-250-1919株式会社タイコー堂薬渡邉　泰枝 平26.12. 1調剤 薬局
     堺市北区蔵前町３丁２－８サンロ常　勤:    2局本店　代表取締役　 新規 現存
     ード蔵前１階 (薬       2)大島　浩一郎 平26.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 379265-00541 サツキ薬局 〒591-8002 072-240-7265株式会社タイコー堂薬仁野　良平 平26.12. 1調剤 薬局
     堺市北区北花田町３丁１８－１ 常　勤:    1局本店　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)大島　浩一郎 平26.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 379365-00558 さつき薬局 〒591-8037 072-246-1888さつき薬局合同会社　米氏　陽子 平26.11. 1調剤 薬局
     堺市北区百舌鳥赤畑町２丁５５－常　勤:    1代表社員　米氏　陽子 組織変更 現存
     １ (薬       1) 平26.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 379465-00566 青葉堂薬局 〒591-8022 072-256-5500株式会社青葉堂　代表砂山　久弥 平26.12. 1調剤 薬局
     堺市北区金岡町１３８２－１ 常　勤:    1取締役　野村　卓三 移転 現存
     (薬       1) 平26.12. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 379565-00574 レインボー薬局 〒591-8021 072-240-0106株式会社大阪レインボ森　典子 平27. 4. 1調剤 薬局
     堺市北区新金岡町２丁５－１－１常　勤:    1ー薬局　代表取締役　 新規 現存
     ７ (薬       1)木下　康昭 平27. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 379665-00582 豊中薬局 〒591-8031 072-259-0226豊中　健司 三野　真澄 平27. 4.28調剤 薬局
     堺市北区百舌鳥梅北町３丁１２５常　勤:    2 継承 現存
     －２３７ (薬       2) 平27. 4.28
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 379765-00608 南山堂薬局　新金岡店〒591-8021 072-258-7711株式会社南山堂　代表千葉　幸代 平27. 7. 1調剤 薬局
     堺市北区新金岡町５丁１－２南海常　勤:    2取締役　新庄　正志 新規 現存
     バス新金岡ビル１Ｆ (薬       2) 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 379865-00616 せきぐち薬局 〒591-8002 072-256-6005安封　仁志 森井　奈津子 平27. 9. 1調剤 薬局
     堺市北区北花田町３丁１７－３東常　勤:    1 組織変更 現存
     洋ビル１階１０１ (薬       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 379965-00624 どんぐり薬局　ながそ〒591-8025 072-275-6620有限会社どんぐり　代米澤　敏子 平28. 1. 1調剤 薬局
     ね店 堺市北区長曾根町３０８４－２１常　勤:    1表取締役　金澤　洋 新規 現存
     －１０２ (薬       1) 平28. 1. 1
     非常勤:   18
     (薬      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 380065-00640 クリーム薬局 〒591-8025 072-242-4666有限会社いなほ　代表細川　千恵美 平28.11. 1調剤 薬局
     堺市北区長曽根町３０６８番１ 常　勤:    1取締役　下町　隆彦 新規 現存
     (薬       1) 平28.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 380165-00657 アップ薬局　中百舌鳥〒591-8023 072-240-1181有限会社アップメディ阿部　奈緒美 平28.12. 1調剤 薬局
     店 堺市北区中百舌鳥町２丁２３番ポ常　勤:    2カル　代表取締役　東 新規 現存
     ルト中百舌鳥ビル１階 (薬       2)尾　勝則 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 380265-00665 ウエルシア薬局　堺百〒591-8032 072-240-2505ウエルシア薬局株式会足立　英子 平28.12. 1調剤 薬局
     舌鳥梅町店 堺市北区百舌鳥梅町一丁７番地１常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 380365-00673 スギ薬局　北花田店 〒591-8002 072-269-4547株式会社スギ薬局　代山中　亮 平29. 3. 1調剤 薬局
     堺市北区北花田町一丁４ 常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 380465-00681 ウエルシア薬局　堺中〒591-8023 072-240-3442ウエルシア薬局株式会加藤　ふじ 平29. 6.20調剤 薬局
     百舌鳥店 堺市北区中百舌鳥町２丁２ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平29. 6.20
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 380565-00699 かえで薬局 〒591-8023 072-276-4432有限会社フォーツリー舛野　めぐみ 平30. 3. 1調剤 薬局
     堺市北区中百舌鳥町２丁１０７ク常　勤:    2ズ　代表取締役　翁長 新規 現存
     レール中百舌鳥１０１号室 (薬       2)　秀武 平30. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 380665-00707 ヒマワリ薬局 〒591-8004 072-240-5885一般社団法人泉州メデ坂田　勝美 平30. 4. 1調剤 薬局
     堺市北区蔵前町３丁５－４６ 常　勤:    3ィカ　代表理事　藤井 組織変更 現存
     (薬       3)　美和子 平30. 4. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 380765-00715 かるがも薬局　なかも〒591-8023 072-242-8440株式会社メディカルか田中　ゆかり 平30. 4. 1調剤 薬局
     ず店 堺市北区中百舌鳥町３丁３４１－常　勤:    1るがも　代表取締役　 組織変更 現存
     １ (薬       1)森　正彦 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 380866-00028 キリン薬局 〒587-0002 072-369-2022株式会社キリンメディ倉本　尊彦 平19.10. 1調剤 薬局
     堺市美原区黒山４９２番地１ 常　勤:    4カル　代表取締役　大 新規 現存
     (薬       4)西　龍二 平25.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 380966-00036 スギ薬局　堺美原店 〒587-0051 072-369-2101株式会社スギ薬局　代浅田　宗義 平20. 9. 1調剤 薬局
     堺市美原区北余部４７０番地１ 常　勤:    2表取締役　 原　栄一 組織変更 現存
     (薬       2) 平26. 9. 1
     非常勤:   18
     (薬      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 381066-00044 エムスタ薬局　北余部〒587-0051 072-286-1614有限会社ＤＭＤ　取締村上　文 平23. 7. 1調剤 薬局
     店 堺市美原区北余部４９１－４ 常　勤:    3役　花田　昌弘 新規 現存
     (薬       3) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 381166-00051 フロンティア薬局　さ〒587-0032 072-361-1811株式会社フロンティア今井　智規 平24.12. 1調剤 薬局
     つき野店 堺市美原区さつき野東１丁目１－常　勤:    4　代表取締役　重森　 新規 現存
     １１ (薬       4)裕之 平24.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 381266-00069 ウエルシア薬局　堺南〒587-0052 072-369-2125ウエルシア薬局株式会駒井　佑輔 平28.11. 1調剤 薬局
     余部店 堺市美原区南余部１９２番１ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平28.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 381366-00077 ウエルシア薬局　堺美〒587-0002 072-369-0306ウエルシア薬局株式会 村　渉 平28.12. 1調剤 薬局
     原店 堺市美原区黒山１１－１ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平28.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 381491-00547 ミクニ薬局 〒532-0006 06(6391)0958株式会社ミクニ薬局　新宮　秀哉 昭32.10. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区西三国３－１－１９常　勤:    1代表取締役　新宮　秀 新規 現存
     (薬       1)哉 平 8.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 381591-00885 タキヤ十三薬局 〒532-0024 06-6301-2274有限会社タキヤ十三薬後藤　俊成 昭40.10.21調剤 薬局
     大阪市淀川区十三本町一丁目８番常　勤:    2局　代表取締役　後藤 組織変更 現存
     １１号 (薬       2)　俊成 平28.10.21
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 381691-01115 川口薬局 〒532-0013 06-6302-0864川口　ハツ子 川口　ハツ子 昭50. 1. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区木川西二丁目１７番常　勤:    1 新規 現存
     １号 (薬       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 381791-01164 まこと薬局 〒532-0011 06-6300-3131株式会社まこと薬局　眞井　年 昭49.11.28調剤 薬局
     大阪市淀川区西中島四丁目２番１常　勤:    2代表取締役　 井　英 移転 現存
     号 (薬       2)明 平28.11.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 381891-01354 コトブキ薬局 〒532-0031 06-6302-1449株式会社コトブキ薬局時尾　晴治 昭56. 8. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区加島四丁目２番５１常　勤:    2　代表取締役　時尾　 新規 現存
     号 (薬       2)晴治 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 381991-01438 長寿堂薬局 〒532-0004 06-6391-3587井本　敬司 井本　敬司 昭58. 5. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区西宮原二丁目３番３常　勤:    1 新規 現存
     ０号 (薬       1) 平10. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 382091-01479 福原薬局 〒532-0002 06-6391-7501福原　直子 福原　直子 昭60. 8. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区東三国六丁目１番３常　勤:    1 新規 現存
     ５号グランドハイツ北１０３ (薬       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 382191-01537 みどり薬局 〒532-0003 06-6393-3139西井興発有限会社　代佐々木　伸子 平元. 9. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区宮原四丁目４番２－常　勤:    3表取締役　西井　敬子 組織変更 現存
     ６号新大阪グランドハイツ１階 (薬       3) 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 382291-01552 タカス薬局 〒532-0006 06-6395-7112高須　三千子 高須　三千子 平 3. 6. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区西三国１－３６－３常　勤:    1 新規 現存
     ６ (薬       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 382391-01586 大手前薬局 〒532-0026 06-6307-7769株式会社楠公堂薬局　紙谷　綾子 平 5. 1. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区塚本二丁目２４番８常　勤:    6代表取締役　植野　光 新規 現存
     号タバタビル１階 (薬       6)信 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 382491-01594 アイアイ薬局 〒532-0033 06-6399-0488藤澤　昭子 藤澤　昭子 平 5.11. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区新高六丁目１２番１常　勤:    2 新規 現存
     ０号 (薬       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 382591-01628 ニシイ薬局 〒532-0032 06-6300-0818西井　康人 鈴木　まり子 平 6. 4. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区三津屋北１－３３－常　勤:    2 新規 現存
     １３ (薬       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 382691-01651 オノエ誠心堂漢方薬局〒532-0023 06-6301-7578株式会社オノエ誠心堂尾上　通俊 平 6.10. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区十三東四丁目３番１常　勤:    2漢方薬局　代表取締役 新規 現存
     ２号 (薬       2)　尾上　通俊 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 382791-01677 マルゼン薬局　西三国〒532-0006 06-6392-8747村田株式会社　代表取馬渕　賢幸 平 7. 4. 1調剤 薬局
     店 大阪市淀川区西三国二丁目２番２常　勤:    1締役　村田　卓 新規 現存
     ４号レジデンス大和２　　１階 (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:   25
     (薬      25)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 382891-01776 おくざわ薬局 〒532-0011 06-6300-3434奥澤　尉朝 奥澤　尉朝 平10. 4. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区西中島三丁目２０番常　勤:    2 継承 現存
     ４号 (薬       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 382991-01792 はつらつ館薬局 〒532-0006 06-6399-4544株式会社コウセイ　代田原　弘宣 平10. 5. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区西三国一丁目７番３常　勤:    6表取締役　池下　暁人 組織変更 現存
     ８号メゾン恒悦１階 (薬       6) 平28. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 383091-01867 クローバー薬局 〒532-0023 06-6838-9008ジョブ・クローバー株中村　輝美 平11. 8. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区十三東二丁目１０番常　勤:    1式会社　代表取締役　 新規 現存
     ７号 (薬       1)高橋　郁夫 平29. 8. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 383191-01875 コスモ薬局 〒532-0005 06-6398-6166シィティエス有限会社鈴木　恭子 平11. 8. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区三国本町二丁目１８常　勤:    1　代表取締役　小川　 新規 現存
     番３０号 (薬       1)尚史 平29. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 383291-01883 あゆみ薬局 〒532-0002 06-6391-8191有限会社プリモパッソ島　ひとみ 平11.11. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区東三国四丁目１番１常　勤:    5　代表取締役　加藤　 新規 現存
     １号 (薬       5)哲史 平29.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 383391-01917 マルゼン薬局　三国駅〒532-0006 06-4807-3907有限会社　ガンプ　代山口　貴大 平12. 3. 1調剤 薬局
     前店 大阪市淀川区西三国三丁目３番２常　勤:    1表取締役　村田　卓 新規 現存
     ３号コスモハイツ三国１０４ (薬       1) 平30. 3. 1
     非常勤:   25
     (薬      25)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 383491-01925 いづみ薬局 〒532-0002 06-6395-3050株式会社　いづみ薬局泉　秀幸 平12. 4. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区東三国一丁目２４番常　勤:    2　代表取締役　泉　秀 新規 現存
     ８号ショッピングプラザ新大阪内(薬       2)幸 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 383591-01966 上田薬局新大阪店 〒532-0011 06-6100-1193上田　勢一 生田　明子 平12.11. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区西中島六丁目２番３常　勤:    1 新規 現存
     号チサンマンション第７新大阪１(薬       1) 平24.11. 1
     階１０９号室 非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 383691-01974 トライ薬局 〒532-0002 06-6391-3999有限会社エフ・エム・熊本　公伯 平13. 5. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区東三国二丁目３２番常　勤:    1シー　代表取締役　小 新規 現存
     １４号モンテ新大阪１階 (薬       1)澤　道子 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 383791-02006 セコム薬局 〒532-0004 06-6399-6028セコム医療システム株中山　淳司 平13. 7. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区西宮原一丁目８番２常　勤:    7式会社　代表取締役　 移転 現存
     ４号新大阪第３ドイビル１階 (薬       7)小松　淳 平25. 7. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 383891-02055 ヤマダ薬局 〒532-0024 06-6301-5663山田　輝郎 山田　輝郎 平13.12.17調剤 薬局
     大阪市淀川区十三本町一丁目１１常　勤:    2 移転 現存
     番３号 (薬       2) 平25.12.17
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 383991-02063 オレンジ薬局 〒532-0034 06-6394-0181有限会社エス・アイ・岩永　真知子 平14. 5. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区野中北二丁目６番１常　勤:    3メディカル　代表取締 新規 現存
     ５号 (薬       3)役　岩永　真知子 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 384091-02089 マルゼン薬局 〒532-0032 06-6838-7374マルゼン薬局株式会社野木　奈々子 平14. 4. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区三津屋北一丁目５番常　勤:    1　代表取締役　村田　 組織変更 現存
     ２２号グランディール三津屋１階(薬       1)卓 平26. 4. 1
     非常勤:   26
     (薬      26)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 384191-02121 そうごう薬局 〒532-0006 06-6398-6601総合メディカル株式会原田　真人 平14.10. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区西三国二丁目７番５常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     号 (薬       1)　賢治 平26.10. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 384291-02139 ホーム薬局　十三店 〒532-0034 06-6398-5400株式会社ホーム　代表佐藤　淳子 平14.12. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区野中北二丁目６番１常　勤:    2取締役　道下　玄三 新規 現存
     ４号 (薬       2) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 384391-02162 セガミ薬局　阪急三国〒532-0005 06-4807-2331株式会社ココカラファ小松　真人 平15. 4. 1調剤 薬局
     店 大阪市淀川区三国本町三丁目３７常　勤:    1イン　ヘルスケア　代 新規 現存
     番３５号ヴュール阪急三国２階 (薬       1)表取締役　塚本　厚志 平27. 4. 1
     非常勤:   31
     (薬      31)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 384491-02238 大学薬局 〒532-0028 06-6302-1310岩橋　孝夫 岩橋　孝夫 平16. 1. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区十三元今里二丁目５常　勤:    1 新規 現存
     番１号 (薬       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 384591-02261 スマイル薬局　東三国〒532-0002 06-6391-1157有限会社スマイルメデ榎本　祥子 平17. 2. 1調剤 薬局
     店 大阪市淀川区東三国二丁目３２番常　勤:    5ィカル　代表取締役　 新規 現存
     ２１号１０６ (薬       5)影山　健 平29. 2. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 384691-02303 ふれあい薬局 〒532-0024 06-6305-5772有限会社　アペックス北平　浩子 平17. 9. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区十三本町二丁目４番常　勤:    3　代表取締役　松岡　 新規 現存
     ８号 (薬       3)晋 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 384791-02311 阪神調剤薬局　新大阪〒532-0003 06-6392-7558株式会社阪神調剤薬局佐々木　志保 平17.11. 1調剤 薬局
     店 大阪市淀川区宮原一丁目７番７号常　勤:    3　代表取締役　岩崎　 新規 現存
     (薬       3)壽毅 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 384891-02329 日本調剤　新大阪薬局〒532-0003 06-6396-8132日本調剤株式会社　代西谷　彩 平17.11. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区宮原一丁目２番７０常　勤:    4表取締役　三津原　博 新規 現存
     号コートヤード・バイ・マリオッ(薬       4) 平29.11. 1
     ト新大阪ステーション３階 非常勤:   20
     (薬      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 384991-02394 かえで薬局 〒532-0011 06-6838-1560株式会社ＫＮファーマ大谷　栄美子 平18. 8. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区西中島六丁目１１番常　勤:    3シー　代表取締役　福 新規 現存
     ３１号レーベネックス１階 (薬       3)永　浩之 平24. 8. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 385091-02436 フロンティア薬局　十〒532-0024 06-4805-5959株式会社フロンティア眞鍋　智香 平19. 1. 1調剤 薬局
     三店 大阪市淀川区十三本町二丁目１５常　勤:    5　代表取締役　重森　 組織変更 現存
     番９号 (薬       5)裕之 平25. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 385191-02444 あゆみ薬局　東三国店〒532-0002 06-6394-6630有限会社モント　代表柿木原　一成 平19. 3. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区東三国五丁目１番８常　勤:    2取締役　加藤　哲史 新規 現存
     号 (薬       2) 平25. 3. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 385291-02451 春日野薬局　塚本店 〒532-0026 06-6307-3036成ワ薬品株式会社　代福永　久美子 平19. 8. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区塚本二丁目２４番２常　勤:    2表取締役　三谷　高徹 新規 現存
     ０号ティーオーコート塚本 (薬       2) 平25. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 385391-02501 ひむか薬局　十三店 〒532-0013 06-4805-2600株式会社ひむかメディ髙谷　展央 平20. 4. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区木川西三丁目３番２常　勤:    1カル　代表取締役　永 組織変更 現存
     １号 (薬       1)田　寛之 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 385491-02543 やすらぎ薬局　十三店〒532-0023 06-6886-6060株式会社アビメディカ辛　永美 平20.10. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区十三東二丁目７番１常　勤:    1ル　代表取締役　保田 新規 現存
     ７号 (薬       1)　裕司 平26.10. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 385591-02576 キリン薬局 〒532-0006 06-6391-9214株式会社タイセイメデ香西　珠代 平21. 2. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区西三国四丁目８番１常　勤:    2ィカルサービス　代表 新規 現存
     ９号三国ビル１Ｆ (薬       2)取締役　大西　龍二 平27. 2. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 385691-02584 さくら薬局 〒532-0028 06-6100-5552メディカルサービス株小島　真弓 平21. 4. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区十三元今里一丁目７常　勤:    1式会社　代表取締役　 組織変更 現存
     番２１号　１０２号 (薬       1)秋本　孝幸 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 385791-02592 マックスバリュ淀川三〒532-0005 06-6392-7801株式会社光洋　代表取畦﨑　秀峰 平21. 5. 1調剤 薬局
     国店薬局 大阪市淀川区三国本町二丁目１３常　勤:    1締役　平田　炎 新規 現存
     番２号マックスバリュ淀川三国店(薬       1) 平27. 5. 1
     ２階 非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 385891-02626 さくら薬局　大阪西三〒532-0006 06-6395-1104クラフト株式会社　代末長　智宏 平22. 4. 1調剤 薬局
     国店 大阪市淀川区西三国一丁目３番１常　勤:    4表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     ３号ウイング青山１０１号 (薬       4) 平28. 4. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 385991-02634 さくら薬局　大阪野中〒532-0034 06-6399-9888クラフト株式会社　代阪口　朋子 平22. 4. 1調剤 薬局
     北店 大阪市淀川区野中北二丁目６番１常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     ３号 (薬       2) 平28. 4. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 386091-02659 スギ薬局　東三国駅前〒532-0003 06-6398-5011株式会社　スギ薬局　占部　圭子 平22. 7. 1調剤 薬局
     店 大阪市淀川区宮原２丁目１３番１常　勤:    1代表取締役　 原　栄 新規 現存
     ３号デュオン新大阪レジデンス１(薬       1)一 平28. 7. 1
     ０１ 非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 386191-02667 かえで薬局　淀川店 〒532-0023 06-6885-7016株式会社ＫＮファーマ大谷　正太郎 平22. 8. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区十三東三丁目５番１常　勤:    3シー　代表取締役　福 新規 現存
     ２号ストロング第５新大阪１０１(薬       3)永　浩之 平28. 8. 1
     号室 非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 386291-02709 わかば薬局 〒532-0026 06-6838-3451株式会社エムロード　高松　重木 平23. 2. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区塚本５丁目６番２３常　勤:    1代表取締役　道下　真 新規 現存
     号 (薬       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 386391-02717 アイランド薬局　十三〒532-0023 06-6308-7800アポロメディカルホー坂倉　一輝 平23. 4. 1調剤 薬局
     店 大阪市淀川区十三東２丁目１２番常　勤:    2ルディングス株式会社 組織変更 現存
     ４３号 (薬       2)　代表取締役　我妻　 平29. 4. 1
     非常勤:    5照男
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   509 頁

 386491-02741 ツバサ薬局　十三店 〒532-0033 06-6395-7300株式会社ウイングメデ井上　園一 平23. 4. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区新高１丁目１１番６常　勤:    3ィカル　代表取締役　 組織変更 現存
     号 (薬       3)影山　健 平29. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 386591-02758 オレンジ薬局　塚本店〒532-0026 06-6100-4114株式会社プチファーマ東浦　純子 平23. 5. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区塚本２丁目１８番８常　勤:    1シスト　代表取締役　 移転 現存
     号ツインヴィラ塚本Ａ棟１階 (薬       1)柳生　美江 平29. 5. 1
     非常勤:   21
     (薬      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 386691-02766 スギ薬局　新大阪宮原〒532-0003 06-6398-5227株式会社スギ薬局　代木山　拓美 平23. 8. 1調剤 薬局
     店 大阪市淀川区宮原４丁目４番４８常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     号 (薬       1) 平29. 8. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 386791-02774 サンドラッグ東三国薬〒532-0006 株式会社サンドラッグ坂本　貴裕 平23.11. 1調剤 薬局
     局 大阪市淀川区西三国１丁目７番４常　勤:    1　代表取締役　赤尾　 新規 現存
     １号 (薬       1)主哉 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 386891-02782 はな薬局　十三店 〒532-0028 06-4862-4658有限会社まりもメディ田坂　敬介 平24. 3. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区十三元今里２丁目１常　勤:    1カルコーポレーション 新規 現存
     ３番１８号マンションスイーダ１(薬       1)　代表取締役　田坂　 平30. 3. 1
     階 非常勤:    1敬介
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 386991-02808 ハヤシ薬局 〒532-0023 06-6302-1450林　彰子 村瀬　純子 平24. 5. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区十三東２丁目１１番常　勤:    2 継承 現存
     １４号 (薬       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 387091-02816 ピース薬局　西三国店〒532-0006 06-6350-1010株式会社ピースファー上田　博年 平24. 9. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区西三国３丁目２番８常　勤:    5マシー　代表取締役　 新規 現存
     号 (薬       5)上田　博年 平24. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 387191-02824 アピス薬局　塚本店 〒532-0026 06-6838-3051株式会社アピスファー久米　里美 平24.12. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区塚本４丁目３番２５常　勤:    2マシー　代表取締役　 新規 現存
     号清光ハイツ１階１号 (薬       2)川越　敏章 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 387291-02832 もみじ薬局 〒532-0011 06-6195-9547株式会社ＫＮファーマ土井　佳代子 平24.12. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区西中島６丁目６番２常　勤:    3シー　代表取締役　福 新規 現存
     号クルーム新大阪２番館１０１号(薬       3)永　浩之 平24.12. 1
     室 非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 387391-02840 おざき薬局　淀川店 〒532-0012 06-6476-9828平井メディケアサービ橋本　和士 平25. 5. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区木川東１丁目１１番常　勤:    2ス株式会社　代表取締 新規 現存
     １９号有馬パレス西中島１０３号(薬       2)役　尾嵜　亮典 平25. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 387491-02865 マルイファーム薬局 〒532-0003 06-6396-3377森　貴美子 森　貴美子 平25.11. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区宮原２丁目７番２３常　勤:    1 新規 現存
     号１Ｆ (薬       1) 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 387591-02873 淀川薬局 〒532-0026 06-4806-0938有限会社ハーバ・ファ大西　智子 平26. 1. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区塚本２丁目１８番１常　勤:    1ーム　代表取締役　大 移転 現存
     号イチビル１階 (薬       1)西　智子 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 387691-02881 こすもす薬局 〒532-0004 06-6397-6310株式会社データ・ボッ山下　幹人 平26. 2. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区西宮原２丁目７番２常　勤:    4クス　代表取締役　山 組織変更 現存
     ４号新大阪ウエストハイツ１Ｆ (薬       4)西　潤 平26. 2. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 387791-02915 オリーブ薬局 〒532-0003 06-6151-9644株式会社エスケーメデ又吉　康貴 平26. 6. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区宮原２丁目３番２２常　勤:    2ィカル　代表取締役　 新規 現存
     号１階 (薬       2)近藤　文子 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 387891-02923 もえぎ薬局 〒532-0031 06-6886-4770一般社団法人大阪ファ上野　ひとみ 平26. 8. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区加島４丁目２番１７常　勤:    4ルマプラン　理事長　 組織変更 現存
     号　１Ｆ　 (薬       4)廣田　憲威 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 387991-02931 駅クオール薬局ＪＲ新〒532-0011 06-6390-1789クオール株式会社　代古橋　惟乃 平26. 9. 1調剤 薬局
     大阪店 大阪市淀川区西中島５丁目１６番常　勤:    2表取締役　中村　敬 新規 現存
     １号ＪＲ新大阪駅３階 (薬       2) 平26. 9. 1
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 388091-02949 あおぞら薬局　三国店〒532-0006 06-6394-3630一般社団法人大阪ファ山本　京 平26.11. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区西三国１丁目３番２常　勤:    1ルマプラン　理事長　 新規 現存
     ９号１Ｆ (薬       1)廣田　憲威 平26.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 388191-02956 プラザ薬局　神崎川店〒532-0032 06-6838-3000株式会社プラザ薬局　織田　直希 平27. 2. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区三津屋北１丁目３６常　勤:    2代表取締役　小田　典 新規 現存
     番６号１階 (薬       2)央 平27. 2. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 388291-02964 きららみらい薬局 〒532-0013 06-6305-9383株式会社Ｊ．みらいメ立花　裕子 平27. 2. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区木川西３丁目３番１常　勤:    4ディカル　代表取締役 移転 現存
     ９号１階 (薬       4)　串田　ゆか 平27. 2. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 388391-02972 アイ薬局 〒532-0012 06-6308-8553有限会社アイメディカ吉野　拓矢 平27. 3. 2調剤 薬局
     大阪市淀川区木川東２丁目１番５常　勤:    1ル　代表取締役　石井 移転 現存
     号リバーヒルズ新大阪１０１ (薬       1)　大三 平27. 3. 2
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 388491-02998 ブリック薬局新大阪店〒532-0003 06-6391-4500株式会社ブリック薬局森本　定則 平27. 5. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区宮原１丁目６番１号常　勤:   10　代表取締役　國光　 組織変更 現存
     新大阪ブリックビル１階 (薬      10)浩三 平27. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 388591-03004 アイン薬局　十三駅前〒532-0023 06-4862-6931株式会社アインファー田中　誠 平27.11. 1調剤 薬局
     店 大阪市淀川区十三東２丁目９番１常　勤:    3マシーズ　代表取締役 組織変更 現存
     ０号十三駅前医療ビル１階 (薬       3)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 388691-03012 すこやか薬局 〒532-0036 06-6305-6567株式会社すこやかよつ八木　友啓 平28. 1. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区三津屋中１丁目４番常　勤:    1ば堂　代表取締役　八 新規 現存
     ３１号 (薬       1)木　友啓 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 388791-03020 オーティ薬局 〒532-0033 06-6398-1771株式会社オーティ　代山中　優望 平28. 7. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区新高六丁目７番１２常　勤:    4表取締役　髙橋　敦史 移転 現存
     号 (薬       4) 平28. 7. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 388891-03038 ほのか薬局 〒532-0031 06-6306-6286株式会社ゆうきメディ髙山　寧寧 平28. 9. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区加島三丁目中８番１常　勤:    1カル　代表取締役　末 新規 現存
     ６号　１Ｆ (薬       1)兼　美加子 平28. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 388991-03046 そうごう薬局　西宮原〒532-0004 06-6151-9171総合メディカル株式会木村　洋範 平28. 9. 1調剤 薬局
     店 大阪市淀川区西宮原三丁目３番９常　勤:    2社　代表取締役　坂本 新規 現存
     ８号　１階 (薬       2)　賢治 平28. 9. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 389091-03053 スギ薬局　三国駅前店〒532-0006 06-6151-3136株式会社スギ薬局　代杉本　敏明 平29. 3. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区西三国四丁目８番１常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     ９号　三国ビル１階 (薬       1) 平29. 3. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 389191-03061 オリーブ調剤薬局 〒532-0002 06-6399-3112有限会社サンミ　代表河本　祐子 平29. 4. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区東三国５丁目１１番常　勤:    1取締役　北村　泰亨 組織変更 現存
     １７号１階 (薬       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 389291-03087 つばさ薬局 〒532-0031 06-4805-0105クラフト株式会社　代中西　香 平29.10. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区加島三丁目中２番１常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     ６号　１Ｆ (薬       2) 平29.10. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 389391-03095 南山堂薬局　新高店 〒532-0033 06-6397-8500株式会社南山堂　代表弓場　健太郎 平29.12. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区新高２丁目３番２号常　勤:    2取締役　新庄　正志 新規 現存
     新高クリニックセンタービル１Ｆ(薬       2) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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 389491-03103 にいたか薬局 〒532-0033 06-6152-9950株式会社メイワ　代表 尾　和明 平30. 1. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区新高五丁目４番３１常　勤:    1取締役　若尾　和明 新規 現存
     号 (薬       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 389591-03111 のぞみ薬局 〒532-0031 06-4805-6211クラフト株式会社　代吉田　和彦 平30. 1. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区加島２丁目４番７号常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     　１階 (薬       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 389691-03129 幸生堂薬局 〒532-0013 06-4805-8801株式会社ヘルシーワー河本　弘美 平30. 6. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区木川西２丁目１４－常　勤:    1ク　代表取締役　福本 新規 現存
     ２１ (薬       1)　康幸 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 389791-03137 レモン薬局 〒532-0011 06-6305-8893植松　和子 植松　和子 平30. 5. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区西中島３丁目３番９常　勤:    1 組織変更 現存
     号グランプリビル１Ｆ (薬       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 389891-03145 サンプラザ薬局新大阪〒532-0012 06-6308-8714株式会社サンプラザ加前嶋　義孝 平30. 5. 1調剤 薬局
     大阪市淀川区木川東３丁目３－３常　勤:    3地　代表取締役　加地 移転 現存
     ２サンスクエア新大阪１Ｆ (薬       3)　尚子 平30. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 389991-03152 アスカアイ薬局 〒532-0025 06-4806-8188有限会社アイメディカ森　三佳 平30. 5. 7調剤 薬局
     大阪市淀川区新北野３丁目１２番常　勤:    2ル　代表取締役　石井 移転 現存
     １０号マンションＳＧＩ塚本１Ｆ(薬       2)　大三 平30. 5. 7
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 390092-00545 近畿ファーマシー薬局〒538-0044 06-6961-5902株式会社近畿ファーマ潜道　照子 昭35.11. 1調剤 薬局
     大阪市鶴見区放出東三丁目１１番常　勤:    1シー　代表取締役　潜 新規 現存
     １６号 (薬       1)道　照子 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 390192-00966 東洋薬局 〒538-0042 06-6968-1089有限会社東洋薬局　取岩崎　勝一 昭60. 4. 1調剤 薬局
     大阪市鶴見区今津中１－６－１０常　勤:    1締役社長　岩崎　勝一 新規 現存
     シャトー幸福１階 (薬       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 390292-00982 大一薬局 〒538-0044 06-6961-3646株式会社大一薬局　代古家一　正憲 昭61.11.16調剤 薬局
     大阪市鶴見区放出東三丁目３３番常　勤:    2表取締役　古家一　武 移転 現存
     ２６号 (薬       2)志 平28.11.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 390392-01030 小谷薬局 〒538-0053 06-6912-4420小谷　幸男 小谷　幸男 平 5.12. 1調剤 薬局
     大阪市鶴見区鶴見二丁目１５番２常　勤:    2 新規 現存
     １号 (薬       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 390492-01097 三友薬局 〒538-0054 06-6933-9214茶谷　敏子 茶谷　里美 平 8.12. 1調剤 薬局
     大阪市鶴見区緑一丁目８番１２号常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 390592-01105 アップルプラス薬局 〒538-0044 06-6967-0611有限会社　ハーベスト井上　智津子 平 9. 3. 1調剤 薬局
     大阪市鶴見区放出東三丁目３２番常　勤:    2　代表取締役　吉井　 新規 現存
     １３号 (薬       2)信幸 平30. 3. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 390692-01162 ふじ薬局 〒538-0053 06-6914-2576 原　誠 原　誠 平 9.12. 1調剤 薬局
     大阪市鶴見区鶴見五丁目５番１６常　勤:    1 新規 現存
     号メゾン・シュールプラージュ１(薬       1) 平27.12. 1
     階 非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 390792-01170 つるみ薬局 〒538-0031 06-6914-3715髙橋　花子 北口　麻希子 平10. 5. 1調剤 薬局
     大阪市鶴見区茨田大宮四丁目１９常　勤:    3 新規 現存
     番８号 (薬       3) 平28. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 390892-01204 マックファーマシー薬〒538-0042 06-4258-8771有限会社　ハーベスト松浦　智一郎 平12.10. 1調剤 薬局
     局 大阪市鶴見区今津中三丁目８番２常　勤:    1　代表取締役　吉井　 新規 現存
     号パラドリームＩＢ１０１ (薬       1)信幸 平24.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 390992-01238 アップルプラス薬局 〒538-0043 06-4258-7111有限会社　ハーベスト團野　賢和 平13. 2. 5調剤 薬局
     大阪市鶴見区今津南二丁目５番３常　勤:    1　代表取締役　吉井　 移転 現存
     ５号 (薬       1)信幸 平25. 2. 5
     非常勤:    7
     (薬       7)
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 391092-01261 マックファーマシー薬〒538-0044 06-6968-4556有限会社ハーベスト　本山　由紀子 平14. 4. 1調剤 薬局
     局 大阪市鶴見区放出東三丁目３２番常　勤:    2代表取締役　吉井　信 新規 現存
     ７号 (薬       2)幸 平26. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 391192-01295 大手前薬局 〒538-0044 06-6167-1788株式会社楠公堂薬局　吉田　太一 平16. 4. 1調剤 薬局
     大阪市鶴見区放出東三丁目２１番常　勤:    3代表取締役　植野　光 新規 現存
     ５０号ＪＲ放出駅ＮＫビル１０２(薬       3)信 平28. 4. 1
     号室 非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 391292-01360 キリン薬局 〒538-0053 06-6912-0914株式会社キリンメディ奥田　恵子 平19. 6. 1調剤 薬局
     大阪市鶴見区鶴見四丁目１６番４常　勤:    4カル　代表取締役　大 新規 現存
     ６号 (薬       4)西　龍二 平25. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 391392-01394 あすか薬局 〒538-0044 06-6962-0030有限会社信愛　取締役植田　貴史 平20. 6. 1調剤 薬局
     大阪市鶴見区放出東二丁目１０番常　勤:    1　大塚　良一 移転 現存
     ２１号 (薬       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 391492-01410 近畿調剤鶴見諸口薬局〒538-0051 06-6914-2220近畿調剤株式会社　代 山　祥子 平20.10. 1調剤 薬局
     大阪市鶴見区諸口三丁目４番４３常　勤:    1表取締役　吉川　正男 新規 現存
     号 (薬       1) 平26.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 391592-01428 イオン薬局鶴見緑地店〒538-0053 06-6915-7430イオンリテール株式会朝倉　幹資 平20. 8.21調剤 薬局
     大阪市鶴見区鶴見四丁目１７番１常　勤:    8社　代表取締役　岡崎 組織変更 現存
     号 (薬       8)　双一 平26. 8.21
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 391692-01436 スギ薬局　今福鶴見店〒538-0053 06-6914-2026株式会社スギ薬局　代川田　亜佐実 平20. 9. 1調剤 薬局
     大阪市鶴見区鶴見三丁目６番１６常　勤:    1表取締役　 原　栄一 組織変更 現存
     号 (薬       1) 平26. 9. 1
     非常勤:   18
     (薬      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 391792-01444 メイプル薬局 〒538-0052 06-6914-2770有限会社フォーツリー那須　良子 平20.11. 1調剤 薬局
     大阪市鶴見区横堤三丁目１１番１常　勤:    5ズ　代表取締役　翁長 新規 現存
     ４号レジョンドール鶴見緑地１階(薬       5)　秀武 平26.11. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 391892-01451 スギ薬局　鶴見焼野店〒538-0037 06-6914-2527株式会社スギ薬局　代南　由美 平21. 6. 1調剤 薬局
     大阪市鶴見区焼野二丁目南１番２常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     ２号 (薬       1) 平27. 6. 1
     非常勤:   20
     (薬      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 391992-01501 薬局マツモトキヨシ放〒538-0043 06-6398-5411株式会社マツモトキヨ鈴木　將之 平22.12. 1調剤 薬局
     出店 大阪市鶴見区今津南一丁目８番５常　勤:    4シ　代表取締役　大田 新規 現存
     号 (薬       4)　貴雄 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 392092-01519 オーエス薬局 〒538-0053 06-6915-0027協和商事株式会社　代園田　浩義 平23. 4. 1調剤 薬局
     大阪市鶴見区鶴見四丁目１１番６常　勤:    2表取締役　今中　伸行 新規 現存
     ４号 (薬       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 392192-01535 大阪のぞみ薬局 〒538-0044 06-6967-9253ケイズ株式会社　代表松本　美幸 平23. 7. 1調剤 薬局
     大阪市鶴見区放出東２丁目２１番常　勤:    3取締役　佐藤　望 新規 現存
     ３１号 (薬       3) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 392292-01550 ラビット薬局 〒538-0044 06-6963-6606有限会社　雄和　取締橘川　真澄 平23. 8. 1調剤 薬局
     大阪市鶴見区放出東２丁目４番１常　勤:    3役　落部　達雄 移転 現存
     号アーバン北田ビル１Ｆ (薬       3) 平29. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 392392-01576 とわ薬局　浜店 〒538-0051 06-6913-8181株式会社とわメディカ越智　聖子 平25. 8. 1調剤 薬局
     大阪市鶴見区諸口５丁目浜６番１常　勤:    2ル　代表取締役　冨田 新規 現存
     ８号 (薬       2)　吉彦 平25. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 392492-01584 やよい薬局 〒538-0051 06-6913-3610株式会社タキガワ　代城　弥生 平25.11. 1調剤 薬局
     大阪市鶴見区諸口１丁目６番１９常　勤:    2表取締役　城　彰治 新規 現存
     号１階 (薬       2) 平25.11. 1
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 392592-01600 グリーンパーク薬局　〒538-0054 06-6935-8780夛田　直美 夛田　直美 平26. 3. 1調剤 薬局
     みどり店 大阪市鶴見区緑１丁目１０番６号常　勤:    1 新規 現存
     １階 (薬       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 392692-01618 浜ティエヌ薬局 〒538-0035 06-4257-9191株式会社ティエヌ　代谷野　正次郎 平26. 6. 1調剤 薬局
     大阪市鶴見区浜３丁目３番１７号常　勤:    1表取締役　谷野　正次 移転 現存
     (薬       1)郎 平26. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 392792-01626 アカカベ薬局　鶴見緑〒538-0035 06-6912-4193株式会社アカカベ　代石川　賢一 平26. 8. 1調剤 薬局
     地店 大阪市鶴見区浜５丁目１番４２号常　勤:    1表取締役　皆川　友夫 組織変更 現存
     夢風船浜５ビル１階 (薬       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 392892-01634 シンバシ薬局　鶴見店〒538-0051 06-6915-5311株式会社谷口薬品　代大槻　由希 平26. 9. 1調剤 薬局
     大阪市鶴見区諸口６丁目１番１３常　勤:    1表取締役　谷口　辰也 新規 現存
     号クレセントハイツ鶴見１Ｆ (薬       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 392992-01659 バンビ薬局 〒538-0052 06-6991-9351株式会社バンビ薬局　赤崎　智章 平27. 2. 1調剤 薬局
     大阪市鶴見区横堤１丁目１１番１常　勤:    1代表取締役　赤崎　智 新規 現存
     ２６号１階 (薬       1)章 平27. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 393092-01667 大一薬局　今津店 〒538-0042 06-6968-8200株式会社大一薬局　代古家一　武志 平27.10. 1調剤 薬局
     大阪市鶴見区今津中３丁目６番２常　勤:    2表取締役　古家一　武 移転 現存
     ７号シャトー三愛１０５ (薬       2)志 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 393192-01675 ウエルシア薬局鶴見茨〒538-0031 06-6914-3621ウエルシア薬局株式会 平27.12. 1調剤 薬局
     田大宮店 大阪市鶴見区茨田大宮４丁目１８常　勤:    1社　代表取締役　水野 組織変更 現存
     番３号 (薬       1)　秀晴 平27.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 393292-01683 とわ薬局　諸口店 〒538-0051 06-6912-0606株式会社とわメディカ 平28. 9. 1調剤 薬局
     大阪市鶴見区諸口二丁目４番１３常　勤:    1ル　代表取締役　冨田 新規 現存
     号 (薬       1)　吉彦 平28. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
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 393392-01691 せいほ薬局 〒538-0052 06-6915-0707株式会社成保　代表取徳村　晶子 平29. 2. 1調剤 薬局
     大阪市鶴見区横堤三丁目６番４０常　勤:    1締役　徳村　晶子 新規 現存
     号 (薬       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 393492-01709 ウエルシア薬局　鶴見〒538-0054 06-6955-3108ウエルシア薬局株式会横田　知花 平29. 3. 1調剤 薬局
     緑店 大阪市鶴見区緑四丁目２番６１号常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 393592-01717 サニー薬局 〒538-0052 06-6915-8348一般社団法人ファーマ清水　順子 平29. 4. 1調剤 薬局
     大阪市鶴見区横堤三丁目６番７号常　勤:    2メイトにじ・おおさか 組織変更 現存
     (薬       2)　理事長　松本　直生 平29. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 393692-01725 りーふ薬局 〒538-0042 06-6965-8341一般社団法人ファーマ吉川　裕子 平29. 4. 1調剤 薬局
     大阪市鶴見区今津中三丁目７番１常　勤:    2メイトにじ・おおさか 組織変更 現存
     ２号 (薬       2)　理事長　松本　直生 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 393792-01733 レインボー薬局 〒538-0053 06-6915-8341一般社団法人ファーマ井口　方子 平29. 4. 1調剤 薬局
     大阪市鶴見区鶴見三丁目６番１８常　勤:    5メイトにじ・おおさか 組織変更 現存
     号 (薬       5)　理事長　松本　直生 平29. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 393892-01741 ウエルシア薬局　鶴見〒538-0035 06-4257-3061ウエルシア薬局株式会高山　理沙 平29. 8. 1調剤 薬局
     浜店 大阪市鶴見区浜２丁目２番６６号常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 393992-01758 ステラ薬局 〒538-0052 06-6915-2700株式会社メディステラ本田　洋一 平30. 1. 1調剤 薬局
     大阪市鶴見区横堤１丁目１２番１常　勤:    1　代表取締役　本田　 新規 現存
     ６号　１階 (薬       1)洋一 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 394092-01766 サエラ薬局　鶴見店 〒538-0053 06-6914-3585株式会社サエラ　代表山下　友紀子 平30. 1. 1調剤 薬局
     大阪市鶴見区鶴見三丁目１３番３常　勤:    3取締役　小池　由久 組織変更 現存
     ５号グリーンビューつるみ (薬       3) 平30. 1. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 394192-01774 鶴見ファーマライズ薬〒538-0053 06-6180-0230株式会社テラ・ヘルス横山　静香 平30. 3. 1調剤 薬局
     局 大阪市鶴見区鶴見四丁目１番２号常　勤:    3プロモーション　代表 組織変更 現存
     １０２ (薬       3)取締役　赤松　優仁 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 394292-01782 かるがも薬局　鶴見店〒538-0052 06-6912-7922株式会社メディカルか山田　尚美 平30. 4. 1調剤 薬局
     大阪市鶴見区横堤二丁目２３番５常　勤:    1るがも　代表取締役　 組織変更 現存
     号 (薬       1)森　正彦 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 394392-01790 ひとみ薬局　鶴見緑地〒538-0051 06-6991-8001株式会社メディカルか植田　寛 平30. 4. 1調剤 薬局
     店 大阪市鶴見区諸口３丁目１－２１常　勤:    1るがも　代表取締役　 組織変更 現存
     エクセル・ラ・ヴェ－ル１Ｆ (薬       1)森　正彦 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 394492-01808 かるがも薬局　諸口店〒538-0051 06-6991-9120株式会社メディカルか四ケ所　友規子 平30. 4. 1調剤 薬局
     大阪市鶴見区諸口三丁目４番４８常　勤:    1るがも　代表取締役　 組織変更 現存
     号パラッツォプリマベーラ１Ｆ (薬       1)森　正彦 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 394593-00147 中島薬局 〒589-0007 0723-65-6820中島　純子 中島　純子 昭63. 1. 1調剤 薬局
     大阪狭山市池尻中一丁目３５番３常　勤:    1 継承 現存
     ４号 (薬       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 394693-00253 十字堂薬局 〒589-0005 072-366-6301阪口　敏郎 阪口　要子 平 7. 3. 1調剤 薬局
     大阪狭山市狭山五丁目２２５８番常　勤:    1 移転 現存
     ５号さやま遊園駅前ビル１階 (薬       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 394793-00287 キタバ薬局 〒589-0022 072-365-0399株式会社せいき　代表吉原　健一 平 8.11. 1調剤 薬局
     大阪狭山市西山台三丁目５番１６常　勤:    1取締役　南　啓二 組織変更 現存
     号 (薬       1) 平29.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 394893-00295 サン薬局 〒589-0006 0723-68-0039株式会社サン　代表取竹間　幸代 平 9. 9. 1調剤 薬局
     大阪狭山市金剛一丁目３番４号 常　勤:    2締役　山本　晃裕 新規 現存
     (薬       2) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 394993-00345 くすのき薬局 〒589-0008 072-368-7775株式会社くすのき薬局山岡　和代 平13.10. 1調剤 薬局
     大阪狭山市池尻自由丘一丁目２番常　勤:    3　代表取締役　平井　 新規 現存
     ５号 (薬       3)英人 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 395093-00360 金剛あさひ薬局 〒589-0011 072-368-8801株式会社　明興医療シ脇條　秀子 平15. 5. 1調剤 薬局
     大阪狭山市半田二丁目５５４番地常　勤:    1ステム　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)増井　敏明 平27. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 395193-00394 奥平薬局 〒589-0023 072-366-3736奥平　久雄 平　隆惠 平16.10. 4調剤 薬局
     大阪狭山市大野台二丁目１３番５常　勤:    2 移転 現存
     号 (薬       2) 平28.10. 4
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 395293-00410 アピス薬局　狭山店 〒589-0004 072-368-2561株式会社アピスファー橋本　典子 平17.12. 1調剤 薬局
     大阪狭山市東池尻二丁目１１７４常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     番１ (薬       1)川越　敏章 平29.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 395393-00428 三光天薬局 〒589-0005 072-366-0117三光天メディカル有限岸　直子 平18. 4. 1調剤 薬局
     大阪狭山市狭山二丁目９６９－１常　勤:    2会社　代表取締役　辻 新規 現存
     (薬       2)野　裕士 平30. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 395493-00436 阪神調剤薬局　大阪狭〒589-0008 072-360-0300株式会社阪神調剤薬局 野　なおみ 平19. 7. 1調剤 薬局
     山店 大阪狭山市池尻自由丘一丁目１０常　勤:    3　代表取締役　岩崎　 新規 現存
     番７号 (薬       3)壽毅 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 395593-00444 さやか薬局　大阪狭山〒589-0011 072-360-7111メディックス株式会社田坂　順子 平19.11. 1調剤 薬局
     店 大阪狭山市半田五丁目２６３７－常　勤:    7　代表取締役　西村　 新規 現存
     ２ (薬       7)泰一 平25.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 395693-00469 漢方クローバー薬局 〒589-0023 072-366-9893金谷　瑞穗 金谷　瑞穂 平20.12. 1調剤 薬局
     大阪狭山市大野台二丁目１９－９常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 395793-00477 アピス薬局　金剛店 〒589-0022 072-360-0013株式会社アピスファー坂東　ヒトミ 平22. 7. 1調剤 薬局
     大阪狭山市西山台１－１４－１０常　勤:    4マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       4)川越　敏章 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 395893-00493 さやまシティ薬局 〒589-0005 072-289-8501德野　吉輝 德野　吉輝 平24. 4. 1調剤 薬局
     大阪狭山市狭山１丁目２３５０サ常　勤:    2 新規 現存
     ンライトビル１階 (薬       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 395993-00519 キタバ薬局 〒589-0011 0721-28-6261株式会社　せいき　代伊藤　伸子 平25. 6. 3調剤 薬局
     大阪狭山市半田１丁目６２２－６常　勤:    2表取締役　南　啓二 移転 現存
     (薬       2) 平25. 6. 3
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 396093-00527 くれよん薬局　さやま〒589-0006 072-350-7336Ｍ’ｓファーマ株式会小西　彩 平25.10. 1調剤 薬局
     店 大阪狭山市金剛２丁目１３番２８常　勤:    1社　代表取締役　三宅 新規 現存
     号 (薬       1)　学 平25.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 396193-00535 イルカ薬局　狭山店 〒589-0022 072-360-1501澤住　洵子 池田　成美 平26. 4. 1調剤 薬局
     大阪狭山市西山台３丁目１５－９常　勤:    2 移転 現存
     (薬       2) 平26. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 396293-00543 ウエルシア薬局　大阪〒589-0031 072-360-1870ウエルシア薬局株式会駒井　優実 平27. 1. 1調剤 薬局
     狭山池之原店 大阪狭山市池之原２丁目１１９３常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平27. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
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 396393-00550 キタバ薬局 〒589-0013 072-360-2101株式会社せいき　代表山下　弘子 平27. 6. 1調剤 薬局
     大阪狭山市茱萸木４丁目３７２－常　勤:    2取締役　南　啓二 新規 現存
     １０メディカルスクエアくみの木(薬       2) 平27. 6. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 396493-00568 ウェーブ薬局　狭山店〒589-0007 072-289-5353ウェーブ薬局株式会社菅野　祐介 平27.12. 1調剤 薬局
     大阪狭山市池尻中３丁目１－５ 常　勤:    2　代表取締役　中村　 新規 現存
     (薬       2)和憲 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 396593-00576 ウエルシア薬局　狭山〒589-0013 072-360-1335ウエルシア薬局株式会乾　明侑仁 平28.12. 1調剤 薬局
     茱萸木店 大阪狭山市茱萸木四丁目４４８－常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     ２ (薬       1)　秀晴 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 396693-00584 さくら薬局 〒589-0022 072-360-0255一般社団法人泉州メデ北面　雅行 平30. 4. 1調剤 薬局
     大阪狭山市西山台３丁目２－８ 常　勤:    2ィカ　代表理事　藤井 組織変更 現存
     (薬       2)　美和子 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 396793-00592 ティエス調剤薬局　く〒589-0012 072-247-4920株式会社ティエスプラ井上　浩一 平30. 5. 1調剤 薬局
     みのき店 大阪狭山市東茱萸木４丁目１１２常　勤:    2ン　代表取締役　山本 新規 現存
     ６番地 (薬       2)　一哉 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 396894-00020 上町薬局 〒540-0005 06-6762-1037中川　栄美子 中川　栄美子 昭32.10. 1調剤 薬局
     大阪市中央区上町一丁目１８番２常　勤:    1 新規 休止
     ３号 (薬       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 396994-00053 タキノ薬局 〒541-0046 06-6231-6973有限会社タキノ薬局　藤波　美津子 昭32.10. 1調剤 薬局
     大阪市中央区平野町四丁目５番９常　勤:    2代表取締役　藤波　隆 新規 現存
     号 (薬       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 397094-00129 春陽堂薬局 〒540-0012 06-6941-5314辻澤　和夫 辻澤　芳明 昭46.11. 1調剤 薬局
     大阪市中央区谷町四丁目９番１２常　勤:    3 新規 現存
     号 (薬       3) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 397194-00152 武田薬局 〒541-0041 06-6203-0031タケダリールエステー武田　芳美 昭55. 2.13調剤 薬局
     大阪市中央区北浜二丁目３番１３常　勤:    2ト株式会社　代表取締 新規 現存
     号 (薬       2)役　武田　芳美 平28. 2.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 397294-00210 マツダ薬局 〒541-0051 06-6227-1603有限会社マツダ薬局　森田　恵子 昭56. 1.22調剤 薬局
     大阪市中央区備後町二丁目１番１常　勤:    1代表取締役　浜田　綽 新規 現存
     号第２野村ビル地下１階 (薬       1)子 平29. 1.22
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 397394-00228 ツチヤ青雲堂薬局 〒541-0046 06-6228-1980京栄薬品株式会社　代槌家　美知子 昭56.10. 1調剤 薬局
     大阪市中央区平野町二丁目５番１常　勤:    2表取締役　槌家　正則 新規 現存
     ４号ＦＵＫＵ　ＢＬＤ．三休橋１(薬       2) 平29.10. 1
     Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 397494-00244 道修町漢方薬局 〒541-0045 06(6231)3609有限会社道修町漢方舗平井　喜美子 昭57. 6. 1調剤 薬局
     大阪市中央区道修町２－２－１２常　勤:    3　代表取締役　加次井 新規 現存
     (薬       3)　商太郎 平30. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 397594-00574 赤あんど薬局 〒542-0012 06-6761-4590有限会社赤あんど薬局西崎　良一 昭32.10. 1調剤 薬局
     大阪市中央区谷町九丁目３番１１常　勤:    2　代表取締役　西崎　 新規 現存
     号 (薬       2)良一 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 397694-00590 市橋薬局 〒542-0081 06-6251-0618有限会社市橋薬局　代市橋　悦子 昭32.10. 1調剤 薬局
     大阪市中央区南船場３－７－２１常　勤:    1表取締役　市橋　徹 新規 現存
     (薬       1) 平 5.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 397794-00715 塩田薬局 〒542-0063 06-6762-5444株式会社塩田薬局　代塩田　康雄 昭46. 2. 1調剤 薬局
     大阪市中央区東平二丁目５番１０常　勤:    2表取締役　塩田　康雄 新規 現存
     号 (薬       2) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 397894-00814 たつみ薬局 〒542-0062 06-6761-8039有限会社　ユーエス物鄭　純美子（金田純美昭53. 5.10調剤 薬局
     大阪市中央区上本町西五丁目３番常　勤:    8産　代表取締役　藤井子） 現存
     １号ニュー上六ビル１階 (薬       8)　義博 平29. 5.10
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 397994-00855 三木梅薬局 〒542-0071 06-6211-5228三木梅薬品株式会社　三木　良一 昭55. 4.11調剤 薬局
     大阪市中央区道頓堀二丁目１番８常　勤:    1代表取締役　三木　良 新規 現存
     号 (薬       1)一 平28. 4.11
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 398094-00863 黒門中央薬局 〒542-0073 06-6644-5702茶谷　孟 茶谷　孟 昭55. 9. 1調剤 薬局
     大阪市中央区日本橋一丁目２２番常　勤:    1 新規 現存
     １８号 (薬       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 398194-00871 ワカノウラ薬局 〒542-0081 06-6251-1478株式会社和歌ノ浦薬局中瀬　浩治 昭55.11.26調剤 薬局
     大阪市中央区南船場三丁目５番１常　勤:    8　代表取締役　児玉　 新規 現存
     ７号 (薬       8)孝 平28.11.26
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 398294-00889 北野薬局 〒542-0012 06-6768-4898北野　泰久 北野　泰久 昭56. 6. 1調剤 薬局
     大阪市中央区谷町七丁目１番２５常　勤:    1 新規 現存
     号ストークハイム桐石１０１ (薬       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 398394-01044 マルゼン薬局 〒540-0004 06-6762-4333太田　和彦 太田　善久 昭63.12. 9調剤 薬局
     大阪市中央区玉造一丁目２１番１常　勤:    2 継承 現存
     ６号 (薬       2) 平27.12. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 398494-01051 ライフ薬局 〒542-0081 06-6261-7187有限会社ライフ産業　大原　博仁 平元. 2.13調剤 薬局
     大阪市中央区南船場一丁目１８番常　勤:    1代表取締役　大原　博 継承 現存
     ２５号 (薬       1)仁 平28. 2.13
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 398594-01077 常盤漢方薬局 〒542-0081 06-6243-5700常盤漢方株式会社　代宮野　嘉子 平元.11. 1調剤 薬局
     大阪市中央区南船場四丁目１１番常　勤:    3表取締役　清水　恵子 新規 現存
     １９号 (薬       3) 平28.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 398694-01101 大手前薬局 〒540-0025 06-6943-9433株式会社楠公堂薬局　江島　裕子 平 2. 4. 1調剤 薬局
     大阪市中央区徳井町一丁目１番８常　勤:    4代表取締役　植野　光 新規 現存
     号大手前ＮＴビル１階 (薬       4)信 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 398794-01135 長崎屋薬局 〒542-0084 06-6211-7182有限会社長崎屋薬局　谷澤　靖博 平 3. 4.10調剤 薬局
     大阪市中央区宗右衛門町５－３５常　勤:    2代表取締役　谷澤　靖 組織変更 現存
     (薬       2)博 平30. 4.10
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 398894-01143 原田ファーマシー薬局〒542-0081 06-6251-3465有限会社原田商店　代本田　和子 平 3. 8.13調剤 薬局
     大阪市中央区南船場四丁目１２番常　勤:    1表取締役　本田　和子 継承 現存
     １号 (薬       1) 平24. 8.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 398994-01168 スズキ薬局 〒542-0012 06-6761-7266鈴木　忠子 鈴木　忠子 平 3. 9.20調剤 薬局
     大阪市中央区谷町六丁目１６番２常　勤:    1 継承 現存
     ０号 (薬       1) 平24. 9.20
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 399094-01226 阪神薬局 〒541-0045 06-6222-0743株式会社阪神薬局　代洪　孝順 平 5. 1. 1調剤 薬局
     大阪市中央区道修町二丁目２番１常　勤:    1表取締役　浦野　修明 新規 現存
     ３号 (薬       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 399194-01309 南薬剤師会センター薬〒542-0076 06-6643-0200有限会社南センター薬関　栄都子 平 6. 5. 1調剤 薬局
     局 大阪市中央区難波三丁目５番１４常　勤:    1局　代表取締役　谷澤 新規 現存
     号東ビル２階 (薬       1)　靖博 平30. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 399294-01317 さくら薬局 〒542-0012 06-6764-7840株式会社カンソウ　代牧野　透 平 6. 6. 1調剤 薬局
     大阪市中央区谷町九丁目３－１１常　勤:    3表取締役　鍋島　弘美 新規 現存
     東谷町ビル１階 (薬       3) 平30. 6. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 399394-01382 仙寿堂薬局 〒542-0073 06-6211-3131株式会社　仙寿堂　代糀谷　榮子 平 8.10. 1調剤 薬局
     大阪市中央区日本橋一丁目２番１常　勤:    2表取締役　糀谷　良二 組織変更 現存
     号 (薬       2) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 399494-01390 和歌ノ浦薬局 〒541-0057 06-6261-4329三ツ川　亜希 三ツ川　亜希 平 8.11.22調剤 薬局
     大阪市中央区北久宝寺町一丁目３常　勤:    1 継承 現存
     番３号 (薬       1) 平29.11.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 399594-01465 常盤漢方薬局 〒540-0003 06-6944-0360常盤漢方株式会社　代皿海　公志 平10. 5. 1調剤 薬局
     大阪市中央区森ノ宮中央一丁目１常　勤:    1表取締役　清水　恵子 新規 現存
     ４番１７号ＩＣＢ森ノ宮ビル１階(薬       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 399694-01531 ジャパンファーマシー〒540-0012 06-4794-7767株式会社　ジャパンフ根岸　由実 平11. 4. 1調剤 薬局
     薬局 大阪市中央区谷町四丁目１番２号常　勤:    3ァーマシー　代表取締 新規 現存
     (薬       3)役　前田　光男 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 399794-01598 常盤漢方薬局 〒541-0041 06-4707-7500常盤漢方株式会社　代中村　正浩 平11.10. 1調剤 薬局
     大阪市中央区北浜二丁目１番１４常　勤:    1表取締役　清水　恵子 新規 現存
     号 (薬       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 399894-01606 ワカノウラ薬局 〒542-0076 06-4396-5117株式会社　和歌ノ浦薬宮井　尚春 平11.12. 1調剤 薬局
     大阪市中央区難波四丁目５番５号常　勤:    7局　代表取締役　児玉 新規 現存
     (薬       7)　孝 平29.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 399994-01648 宇野薬局 〒540-0025 06-6941-0062宇野　統一 宇野　統一 平12. 5.26調剤 薬局
     大阪市中央区徳井町二丁目３番３常　勤:    1 継承 現存
     号 (薬       1) 平30. 5.26
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 400094-01739 さくら薬局 〒542-0012 06-6766-0878株式会社カンソウ　代池田　英子 平13.10. 1調剤 薬局
     大阪市中央区谷町六丁目１７番１常　勤:    1表取締役　鍋島　弘美 移転 現存
     ４号 (薬       1) 平25.10. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 400194-01812 戎橋阪本薬局 〒542-0073 06-6630-0072有限会社戎橋阪本薬局阪本　和子 平15. 2. 1調剤 薬局
     大阪市中央区日本橋一丁目２０番常　勤:    3　代表取締役　阪本　 組織変更 現存
     ９号ジョウトウビル１階 (薬       3)和子 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 400294-01861 セレブ薬局　天満店 〒540-0012 06-4792-2021株式会社厚生　代表取野々村　明子 平16. 1. 1調剤 薬局
     大阪市中央区谷町一丁目５番６号常　勤:    1締役　野村　治美 新規 現存
     サンユー天満橋ビル１階 (薬       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 400394-01879 元気薬局 〒540-0012 06-6945-9875株式会社プチファーマ辻内　めぐみ 平16. 1. 1調剤 薬局
     大阪市中央区谷町四丁目２番１６常　勤:    1シスト　代表取締役　 組織変更 現存
     号コーポ谷町１階 (薬       1)柳生　美江 平28. 1. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
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 400494-01887 ドウニン薬局 〒542-0082 06-6211-2800関本　力 関本　力 平16. 9.15調剤 薬局
     大阪市中央区島之内二丁目８番２常　勤:    2 継承 現存
     ９号ディアコート島之内１階 (薬       2) 平28. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 400594-01929 のぞみ薬局 〒541-0045 06-6221-5880株式会社　エーシー　石原　美根子 平17. 9. 1調剤 薬局
     大阪市中央区道修町四丁目５番１常　勤:    6代表取締役　道下　玄 新規 現存
     ０号 (薬       6)三 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 400694-01952 ファーコス薬局　ファ〒541-0042 06-6228-8951株式会社　ファーコス永原　奈緒子 平17.12. 1調剤 薬局
     ースト 大阪市中央区今橋三丁目２番１７常　勤:    7　代表取締役　島田　 新規 現存
     号　緒方ビル１階 (薬       7)光明 平29.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 400794-01960 春日野薬局　谷町店 〒542-0012 06-6766-6023成ワ薬品株式会社　代樫森　美恵子 平18. 4. 1調剤 薬局
     大阪市中央区谷町七丁目１番４４常　勤:    2表取締役　三谷　高徹 新規 現存
     号ＴＡＮＣＥ谷町１階 (薬       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 400894-01978 おぐら薬局 〒542-0064 06-6764-4000有限会社おぐら　代表岡﨑　真由子 平18. 3. 1調剤 薬局
     大阪市中央区上汐二丁目６番１１常　勤:    1取締役　小倉　勝 組織変更 現存
     号モリワキビル１階 (薬       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 400994-01986 愛生保健薬局 〒540-0034 06-6946-7911 野　信子 野　信子 平18. 4. 1調剤 薬局
     大阪市中央区島町一丁目１番３号常　勤:    2 継承 現存
     愛生ビル１階 (薬       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 401094-02026 府薬会営中央薬局 〒540-0019 06-6947-5491一般社団法人大阪府薬石川　浩美 平18.12. 1調剤 薬局
     大阪市中央区和泉町一丁目３番８常　勤:    2剤師会　会長　藤垣　 新規 現存
     号大阪府薬剤師会館　西館１階 (薬       2)哲彦 平24.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 401194-02042 クオール薬局　御堂店〒541-0056 06-6245-5918クオール株式会社　代板倉　有沙 平19. 4. 1調剤 薬局
     大阪市中央区久太郎町四丁目１番常　勤:    1表取締役　中村　敬 組織変更 現存
     ３号大阪センタービル１０階 (薬       1) 平25. 4. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
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 401294-02067 セガミ薬局　御堂筋本〒541-0051 06-6206-0120株式会社ココカラファ垂井　良枝 平19.10. 1調剤 薬局
     町店 大阪市中央区備後町四丁目１番３常　勤:    1イン　ヘルスケア　代 新規 現存
     号１０１御堂筋三井ビル１階 (薬       1)表取締役　塚本　厚志 平25.10. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 401394-02075 宮薬局 〒540-0008 06-6941-4032宮　文昭 宮　卓子 平20. 2.18調剤 薬局
     大阪市中央区大手前一丁目６番７常　勤:    2 継承 現存
     号 (薬       2) 平26. 2.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 401494-02125 サン薬局　本町店 〒541-0056 06-6121-6683株式会社ストーン・フ佐々木　花奈 平21.10. 1調剤 薬局
     大阪市中央区久太郎町三丁目３番常　勤:    5ィールド　代表取締役 新規 現存
     ９号ＯＲＩＸ久太郎ビル１階 (薬       5)　石田　敬宏 平27.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 401594-02174 さくら薬局　大阪天満〒540-0008 06-6942-5387クラフト株式会社　代後藤　育代 平22. 8. 1調剤 薬局
     橋駅店 大阪市中央区大手前一丁目７番３常　勤:    3表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     １号大阪マーチャンダイズマート(薬       3) 平28. 8. 1
     ビルＢ１Ｆ 非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 401694-02182 漢方堂薬局 〒540-0032 06-6949-8509黄　懐龍 中道　修司 平22.10. 1調剤 薬局
     大阪市中央区天満橋京町１番２７常　勤:    6 新規 休止
     号ファラン天満橋ビル１Ｆ (薬       6) 平28.10. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 401794-02190 えびす薬局　心斎橋店〒542-0083 06-6125-5307株式会社ユシエル　代岡　裕子 平22.11. 1調剤 薬局
     大阪市中央区東心斎橋一丁目１０常　勤:    3表取締役　髙濱　裕香 新規 現存
     番１号グローリー心斎橋ビル１Ｆ(薬       3) 平28.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 401894-02208 コクミン薬局　淀屋橋〒541-0041 06-6202-3954株式会社コクミン　代榎木　香奈実 平22.12. 6調剤 薬局
     駅店 大阪市中央区北浜三丁目６番１３常　勤:    4表取締役　絹巻　秀展 新規 現存
     号日土地淀屋橋ビルＢ１Ｆ (薬       4) 平28.12. 6
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 401994-02224 日本橋中央薬局 〒542-0082 06-6282-7008八木薬品株式会社　代藤光　紀行 平23. 1. 1調剤 薬局
     大阪市中央区島之内二丁目１１番常　勤:    1表取締役　藤光　時子 新規 現存
     １８号明和ビル１Ｆ (薬       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 402094-02232 スギ薬局　谷町四丁目〒540-0026 06-4790-7061株式会社スギ薬局　代住田　雅弘 平23. 2. 1調剤 薬局
     店 大阪市中央区内本町一丁目１番５常　勤:    2表取締役　 原　栄一 新規 現存
     号プラスサンビル１階 (薬       2) 平29. 2. 1
     非常勤:   38
     (薬      38)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 402194-02240 スギ薬局　堺筋本町店〒541-0053 06-4705-3014株式会社スギ薬局　代久保　里紗 平23. 3. 1調剤 薬局
     大阪市中央区本町一丁目５番６号常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     　大阪山甚ビル１階 (薬       1) 平29. 3. 1
     非常勤:   32
     (薬      32)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 402294-02257 チェリー薬局　からほ〒542-0012 06-6766-3990株式会社オージープラ日村　光宏 平23. 3. 1調剤 薬局
     り店 大阪市中央区谷町七丁目１番４７常　勤:    2ン　代表取締役　横山 組織変更 現存
     号 (薬       2)　亮一 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 402394-02265 サン薬局　なんば店 〒542-0076 06-6633-6446株式会社ストーン・フ山下　志乃 平23. 4. 1調剤 薬局
     大阪市中央区難波三丁目７番１２常　勤:    3ィールド　代表取締役 新規 現存
     号ＧＰ・ＧＡＴＥ　８Ｆ (薬       3)　石田　敬宏 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 402494-02299 さくら薬局　大阪船越〒540-0036 06-6941-0574クラフト株式会社　代松野　利子 平23. 6. 1調剤 薬局
     店 大阪市中央区船越町２丁目１番５常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     号吉見ビル１Ｆ (薬       2) 平29. 6. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 402594-02307 ひよこ薬局 〒542-0073 06-6484-6993株式会社葵調剤　代表李（白川）　美子 平23. 9. 1調剤 薬局
     大阪市中央区日本橋１丁目３番１常　勤:    1取締役　生駒　忠史 新規 現存
     号三共日本橋ビル８Ｆ (薬       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 402694-02315 にじいろ薬局　心斎橋〒542-0085 06-6226-8075ユウメディカル株式会青木　美重子 平23.10. 1調剤 薬局
     店 大阪市中央区心斎橋筋２丁目２番常　勤:    3社　代表取締役　生駒 新規 現存
     ２２号小大丸ビル２階 (薬       3)　忠史 平29.10. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 402794-02349 ファーマシィとくい薬〒540-0025 06-4790-7665株式会社ファーマシィ湯谷　勝治 平24. 4. 1調剤 薬局
     局 大阪市中央区徳井町１丁目３番１常　勤:    2　代表取締役　武田　 新規 現存
     ４号　１階 (薬       2)宏 平30. 4. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 402894-02364 オレンジ薬局　堺筋本〒541-0054 06-6271-9001株式会社プチファーマ濱口　陽子 平24. 5. 1調剤 薬局
     町店 大阪市中央区南本町２丁目２番９常　勤:    1シスト　代表取締役　 新規 現存
     号辰野南本町ビル１階 (薬       1)柳生　美江 平30. 5. 1
     非常勤:   18
     (薬      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 402994-02380 スギ薬局　瓦町１丁目〒541-0048 06-6222-8851株式会社スギ薬局　代迎　久美子 平24.10. 1調剤 薬局
     店 大阪市中央区瓦町１丁目６番１０常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     号ＪＰビル１階 (薬       1) 平24.10. 1
     非常勤:   23
     (薬      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 403094-02398 オレンジ薬局　天満橋〒540-0012 06-4790-8766株式会社プチファーマ岡本　典子 平24.12. 1調剤 薬局
     店 大阪市中央区谷町１丁目３番５号常　勤:    1シスト　代表取締役　 新規 現存
     アンフィニィ天満橋１階 (薬       1)柳生　美江 平24.12. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 403194-02448 森ノ宮ステーション薬〒540-0003 06-6910-4000株式会社ユーアイファ西野　敦子 平25. 4. 1調剤 薬局
     局 大阪市中央区森ノ宮中央１丁目１常　勤:    4ーマシー　代表取締役 新規 現存
     番３０号ビエラ森ノ宮１Ｆ (薬       4)　内海　直彦 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 403294-02455 スギ薬局　北久宝寺店〒541-0057 06-6260-7230株式会社スギ薬局　代山本　瑛子 平25. 6. 1調剤 薬局
     大阪市中央区北久宝寺町１丁目９常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     番１号セントピアビル１階 (薬       1) 平25. 6. 1
     非常勤:   25
     (薬      25)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 403394-02463 葵調剤　なんば店 〒542-0076 06-6616-9870株式会社葵調剤　代表髙井　裕樹 平25. 6. 1調剤 薬局
     大阪市中央区難波３丁目５番８号常　勤:    2取締役　生駒　忠史 新規 現存
     三栄御堂筋ビル７Ｆ (薬       2) 平25. 6. 1
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 403494-02471 本町薬局 〒541-0054 06-6282-7807株式会社　葵調剤　代吉村　美子 平25. 7. 1調剤 薬局
     大阪市中央区南本町４丁目１番１常　勤:    1表取締役　生駒　忠史 新規 現存
     号ヨドコウビル地下１Ｆ (薬       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 403594-02489 黒門薬局 〒542-0073 06-6633-8685田中　庸江 田中　庸江 平25. 6. 1調剤 薬局
     大阪市中央区日本橋２丁目１１番常　勤:    1 継承 現存
     ８号 (薬       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 403694-02505 船越ウノ薬局 〒540-0036 06-6941-9462宇野　彰 宇野　彰 平25. 9.12調剤 薬局
     大阪市中央区船越町２丁目３番４常　勤:    2 継承 現存
     号マッセ中之島１０２ (薬       2) 平25. 9.12
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 403794-02513 きらめき薬局 〒540-0012 06-6942-0311一般社団法人日本薬業中村　美紀 平25.12. 1調剤 薬局
     大阪市中央区谷町４丁目６番３号常　勤:    1育成会　代表理事　堅 新規 現存
     シーダプレイスⅡ３０１号 (薬       1)田　陽介 平25.12. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 403894-02521 オレンジ薬局　谷六店〒542-0061 06-6191-1080株式会社プチファーマ谷前　萌 平25.12. 1調剤 薬局
     大阪市中央区安堂寺町１丁目６番常　勤:    1シスト　代表取締役　 移転 現存
     ４号安堂寺ビル１０１号 (薬       1)柳生　美江 平25.12. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 403994-02539 やまき薬局 〒542-0061 06-4305-4189やまき株式会社　代表井上　宗和 平26. 2. 1調剤 薬局
     大阪市中央区安堂寺町２丁目６番常　勤:    1取締役　井上　宗和 新規 現存
     ３号１階 (薬       1) 平26. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 404094-02554 クオール薬局　北浜店〒541-0043 06-6208-1616クオール株式会社　代橋本　由祐子 平26. 1. 1調剤 薬局
     大阪市中央区高麗橋１丁目７番３常　勤:    2表取締役　中村　敬 組織変更 現存
     号ザ・北浜プラザ３階 (薬       2) 平26. 1. 1
     非常勤:   18
     (薬      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 404194-02562 阪神調剤薬局　心斎橋〒542-0081 06-6253-0017株式会社阪神調剤薬局神奴　愛美 平26. 4. 1調剤 薬局
     店 大阪市中央区南船場４丁目４番１常　勤:    1　代表取締役　岩崎　 新規 現存
     ７号ＨＳ南船場ＢＬＤ１Ｆ (薬       1)壽毅 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 404294-02570 スギ薬局　戎橋筋店 〒542-0076 06-4395-5757株式会社スギ薬局　代 口　広子 平26. 6. 1調剤 薬局
     大阪市中央区難波３丁目５番１号常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     ナンバ一番ビル１階 (薬       1) 平26. 6. 1
     非常勤:   20
     (薬      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 404394-02596 オレンジ薬局　高津店〒542-0072 06-6777-9724株式会社プチファーマ井上　美奈 平26. 7. 1調剤 薬局
     大阪市中央区高津１丁目１番４４常　勤:    1シスト　代表取締役　 新規 現存
     号ブランシャトー高津１階 (薬       1)柳生　美江 平26. 7. 1
     非常勤:   20
     (薬      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 404494-02612 スギ薬局瓦屋町店 〒542-0066 06-4305-7861株式会社スギ薬局　代岸本　篤子 平26. 8. 1調剤 薬局
     大阪市中央区瓦屋町２丁目１１番常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     １６号オートセンタービル１階 (薬       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 404594-02620 アカカベ船場薬局 〒541-0058 06-6262-4193株式会社アカカベ　代細見　和大 平26. 8. 1調剤 薬局
     大阪市中央区南久宝寺町２丁目１常　勤:    2表取締役　皆川　友夫 組織変更 現存
     番９号船場メディカルビル１階 (薬       2) 平26. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 404694-02638 アカカベ薬局　淡路町〒541-0047 06-4707-4193株式会社アカカベ　代早瀬　友季子 平26. 8. 1調剤 薬局
     店 大阪市中央区淡路町３丁目２番１常　勤:    1表取締役　皆川　友夫 組織変更 現存
     ３号ゼルコヴァビル１階 (薬       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 404794-02646 かるがも薬局　谷町６〒542-0012 06-4303-3160株式会社メディカルか尾崎　真帆 平27. 1. 1調剤 薬局
     丁目店 大阪市中央区谷町６丁目２番２９常　勤:    1るがも　代表取締役　 新規 現存
     号吉川機械ビル１Ｆ (薬       1)森　正彦 平27. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 404894-02679 きりん薬局 〒542-0073 06-6648-9314株式会社けやき　代表畑　知子 平27. 2. 1調剤 薬局
     大阪市中央区日本橋１丁目１７番常　勤:    1取締役　柳生　美江 新規 現存
     １７号 (薬       1) 平27. 2. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 404994-02687 阪神調剤薬局　大阪伏〒541-0044 06-4707-9481株式会社阪神調剤薬局小湊　英範 平27. 3. 1調剤 薬局
     見店 大阪市中央区伏見町２丁目５番７常　勤:    3　代表取締役　岩崎　 新規 現存
     号岡田伏見町ビル１Ｆ (薬       3)壽毅 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 405094-02695 ハローファイン薬局　〒542-0067 06-6765-0860有限会社シュウコウ・中尾　敦恵 平27. 5. 1調剤 薬局
     サウス店 大阪市中央区松屋町３番２２号メ常　勤:    1メディック　代表取締 新規 現存
     ゾンセイル１Ａ (薬       1)役　中尾　敦恵 平27. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 405194-02703 調剤薬局マツモトキヨ〒540-0003 06-4790-7677株式会社マツモトキヨ小山　雄司 平27. 5. 1調剤 薬局
     シ　もりのみやキュー大阪市中央区森ノ宮中央２丁目１常　勤:    3シファーマシーズ　代 新規 現存
     ズモール店 番７０号もりのみやキューズモー(薬       3)表取締役　加藤　正実 平27. 5. 1
     ルＢＡＳＥ２階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 405294-02711 フロンティア薬局　南〒542-0081 06-4963-3577株式会社フロンティア丸山　有美子 平27.10. 1調剤 薬局
     船場店 大阪市中央区南船場３丁目３番５常　勤:    2　代表取締役　重森　 組織変更 現存
     号ＯＫＴビル１Ｆ (薬       2)裕之 平27.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 405394-02729 アイン薬局天満橋店 〒540-0008 06-4790-3611株式会社アインファー生島　寛子 平27.11. 1調剤 薬局
     大阪市中央区大手前１丁目７番３常　勤:    3マシーズ　代表取締役 組織変更 現存
     １号ＯＭＭビル地下１階 (薬       3)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 405494-02760 漢方マルヘイ薬局 〒541-0045 06-6222-3749民豊株式会社　代表取丸山　運平 平28. 2. 1調剤 薬局
     大阪市中央区道修町１丁目５番４常　勤:    2締役　丸山　運平 組織変更 現存
     号１階 (薬       2) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 405594-02786 薬局レディーファーマ〒541-0052 06-6282-7203合同会社レディーファ坂野　実加 平28. 6. 1調剤 薬局
     シー 大阪市中央区安土町三丁目２－１常　勤:    2ーマシー　代表社員　 新規 現存
     ５プログレスビル１階 (薬       2)坂野　実加 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 405694-02794 南船場やまき薬局 〒542-0081 06-6261-4189やまき株式会社　代表髙萩　喜美子 平28. 6. 1調剤 薬局
     大阪市中央区南船場一丁目１番４常　勤:    1取締役　井上　宗和 新規 現存
     号　１Ｆ (薬       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 405794-02802 えがおＤｅ薬局　日本〒542-0073 06-6556-9192株式会社近畿メディカ德上　洋之 平28. 9. 1調剤 薬局
     橋店 大阪市中央区日本橋一丁目１６番常　勤:    1ル　代表取締役　德上 新規 現存
     １９号シャトーアルーフ１Ｆ (薬       1)　洋之 平28. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 405894-02810 オレンジ薬局　北浜店〒541-0042 06-6210-3886株式会社プチファーマ中神　惠子 平28. 9. 1調剤 薬局
     大阪市中央区今橋一丁目７番１９常　勤:    1シスト　代表取締役　 新規 現存
     号北浜ビルディング１階 (薬       1)柳生　美江 平28. 9. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 405994-02836 のぞみ薬局 〒540-0033 06-6948-5397有限会社フジ薬局　代岡田　律子 平29. 1. 1調剤 薬局
     大阪市中央区石町二丁目１番７号常　勤:    4表取締役　岡田　律子 新規 現存
     　１０５号室 (薬       4) 平29. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 406094-02844 みかん薬局　玉造店 〒540-0004 06-6761-6123株式会社ａ．ｉ．ｕ　横田　和也 平29. 1. 1調剤 薬局
     大阪市中央区玉造一丁目１１番４常　勤:    1代表取締役　山本　宣 継承 現存
     号 (薬       1)人 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 406194-02851 ワカノウラ薬局　東心〒542-0083 06-6251-2200株式会社和歌ノ浦薬局児玉　充子 平29. 1. 1調剤 薬局
     斎橋店 大阪市中央区東心斎橋一丁目１６常　勤:    2　代表取締役　児玉　 継承 現存
     番９号 (薬       2)孝 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 406294-02869 阪神調剤薬局　大阪が〒540-0008 06-4792-8810株式会社阪神調剤薬局横山　知広 平29. 3. 1調剤 薬局
     んセンター店 大阪市中央区大手前三丁目１番４常　勤:    4　代表取締役　岩崎　 新規 現存
     ３号大阪府　新別館南館　Ｂ１階(薬       4)壽毅 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 406394-02877 アリス薬局 〒541-0057 06-7710-6509石井　結衣 石井　結衣 平29. 3. 1調剤 薬局
     大阪市中央区北久宝寺町二丁目４常　勤:    1 新規 現存
     番１４号ＳＥＲＥＮＩＴＥ堺筋本(薬       1) 平29. 3. 1
     町ＳＵＤ１階 非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 406494-02885 あい薬局 〒540-0008 06-6910-1602株式会社ファーマシー山上　達之 平29. 3. 1調剤 薬局
     大阪市中央区大手前三丁目１番４常　勤:    2エクスプレス　代表取 新規 現存
     ３号プリムローズ１Ｆ (薬       2)締役　桐山　繁昭 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 406594-02893 カメイ調剤薬局　心斎〒542-0081 06-6243-5060カメイ株式会社　代表小原　亮輔 平29. 3. 1調剤 薬局
     橋店 大阪市中央区南船場三丁目５番１常　勤:    5取締役　亀井　文行 組織変更 現存
     １号心斎橋フロントビル４階 (薬       5) 平29. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 406694-02919 アイン薬局谷町四丁目〒540-0012 06-6945-8500株式会社アインファー今仲　千裕 平29. 4. 1調剤 薬局
     駅店 大阪市中央区谷町四丁目４番２１常　勤:    2マシーズ　代表取締役 新規 現存
     号 (薬       2)　大石　美也 平29. 4. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 406794-02927 薬のヒグチ薬局　谷町〒540-0012 06-6942-5550薬ヒグチ＆ファーマラ三好　順子 平29. 4. 1調剤 薬局
     二丁目店 大阪市中央区谷町二丁目３番１２常　勤:    3イズ株式会社　代表取 新規 現存
     号　マルイト谷町ビル１階　ファ(薬       3)締役　大野　利美知 平29. 4. 1
     ミリーマート＋クスリのヒグチ谷
     町二丁目店内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 406894-02935 ウエルシア薬局　大阪〒541-0053 06-4705-3477ウエルシア薬局株式会横井　朋也 平29. 5. 1調剤 薬局
     本町店 大阪市中央区本町２丁目３－１４常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 406994-02943 ぷらっと薬局 〒542-0067 06-6767-2345合同会社医療介護連携猪熊　和伸 平29. 5. 1調剤 薬局
     大阪市中央区松屋町９番１号セン常　勤:    2研究所　代表社員　久 新規 現存
     トラルフォーラム松屋町１階 (薬       2)保　美穂子 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 407094-02950 もも薬局 〒540-0004 06-6761-8341一般社団法人ファーマ中内　千寿子 平29. 4. 1調剤 薬局
     大阪市中央区玉造１丁目８番１０常　勤:    3メイトにじ・おおさか 組織変更 現存
     号にじ玉造ビル１Ｆ (薬       3)　理事長　松本　直生 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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 407194-02968 三愛漢方薬局 〒540-0005 06-6764-1939三愛漢方株式会社　代寺浦　永里子 平29. 9. 1調剤 薬局
     大阪市中央区上町Ｃ番８号 常　勤:    1表取締役　生田　直道 移転 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 407294-02976 ファルコ薬局　大阪中〒540-0021 06-6948-5195株式会社ファルコファ緒方　道子 平29.12. 1調剤 薬局
     央店 大阪市中央区大手通２丁目２番２常　勤:    1ーマシーズ　代表取締 新規 現存
     号ＦＡＬＣＯ大阪事業所８階 (薬       1)役　松原　宣正 平29.12. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 407394-02984 内久宝寺薬局 〒540-0013 06-6763-5127有限会社メディカルサ森本　秀樹 平29.11. 1調剤 薬局
     大阪市中央区内久宝寺町３丁目２常　勤:    4ポートサービス　取締 移転 現存
     番５号　１階 (薬       4)役　鶴田　逸朗 平29.11. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 407494-02992 法円坂薬局 〒540-0012 06-6943-7066法円坂メディカル株式迫田　直樹 平29.11. 1調剤 薬局
     大阪市中央区谷町４丁目３番２号常　勤:    4会社　代表取締役　堅 組織変更 現存
     コオノビル１階 (薬       4)田　陽介 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 407594-03008 谷町センター薬局 〒540-0012 06-6943-7622法円坂メディカル株式牧村　実香 平29.11. 1調剤 薬局
     大阪市中央区谷町四丁目６番２号常　勤:    4会社　代表取締役　堅 組織変更 現存
     谷町ビル１Ｆ (薬       4)田　陽介 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 407694-03016 ココカラファイン薬局〒542-0085 06-6252-2281株式会社ココカラファ椎谷　素子 平30. 4. 1調剤 薬局
     　心斎橋長堀通店 大阪市中央区心斎橋筋１丁目１番常　勤:    1インヘルスケア　代表 新規 現存
     １０号キュープラザ心斎橋地下１(薬       1)取締役　塚本　厚志 平30. 4. 1
     階 非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 407794-03024 かるがも薬局　長堀橋〒542-0082 06-6484-5860株式会社メディカルか稲佐　由美子 平30. 4. 1調剤 薬局
     店 大阪市中央区島之内２丁目１４番常　勤:    1るがも　代表取締役　 組織変更 現存
     ２１号おおきに堺筋八幡町ビル６(薬       1)森　正彦 平30. 4. 1
     Ｆ 非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 407894-03032 阪神薬局 〒541-0052 06-6262-0636株式会社阪神薬局　代内平　智規 平30. 5. 3調剤 薬局
     大阪市中央区安土町３丁目２番２常　勤:    1表取締役　浦野　修明 移転 現存
     号中外ビル１階 (薬       1) 平30. 5. 3
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 407995-00092 タイコー堂薬局 〒599-0202 0724(73)2328株式会社タイコー堂薬佐藤　祥子 平元.10. 1調剤 薬局
     阪南市下出４０番１１号　ネゴロ常　勤:    3局本店　代表取締役　 新規 現存
     ビル１階 (薬       3)大島　浩一郎 平28.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 408095-00175 翔心堂薬局箱作駅前店〒599-0232 0724-76-0754株式会社翔心堂　代表田中　孝 平 9. 8. 1調剤 薬局
     阪南市箱作２４９番地 常　勤:    1取締役　田中　孝 新規 現存
     (薬       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 408195-00183 せんなん薬局 〒599-0202 0724-70-2202有限会社泉南薬局　代池田　作治 平 9.11. 1調剤 薬局
     阪南市下出５７番地の２ 常　勤:    2表取締役　髙井　正英 新規 現存
     (薬       2) 平24.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 408295-00233 タイコー堂薬局 〒599-0232 072-481-3510株式会社タイコー堂薬福原　延 平12. 4. 1調剤 薬局
     阪南市箱作３２５－２ 常　勤:    2局本店　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)大島　浩一郎 平30. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 408395-00266 津田薬局 〒599-0221 0724-71-1121津田産業株式会社　代津田　麗子 平13. 2. 1調剤 薬局
     阪南市石田７１１－１ 常　勤:    1表取締役　津田　 夫 移転 現存
     (薬       1) 平25. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 408495-00308 オレンジ薬局 〒599-0202 0724-72-3762株式会社ツバキファー大島　佳奈 平14. 7. 1調剤 薬局
     阪南市下出５５－３ 常　勤:    1マシー　代表取締役　 移転 現存
     (薬       1)椿本　勝彦 平26. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 408595-00431 エムハート薬局　はん〒599-0204 072-470-1877株式会社ミック　代表 野　圭将 平21.10. 1調剤 薬局
     なん店 阪南市鳥取６５４番地３ 常　勤:    2取締役　中川　春原 新規 現存
     (薬       2) 平27.10. 1
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 408695-00456 コスモス薬局 〒599-0211 072-470-1211有限会社コスモス　代城者　智志 平22. 4. 1調剤 薬局
     阪南市鳥取中１４２番地６ 常　勤:    1表取締役　根來　隆弘 新規 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 408795-00464 さくら薬局　阪南箱の〒599-0235 072-481-3501クラフト株式会社　代工内　弘敎 平22. 4. 1調剤 薬局
     浦店 阪南市箱の浦４３０番２２号 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:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 408895-00498 くるみ薬局 〒599-0232 072-476-2482株式会社胡桃　代表取八田　守也 平23.11. 1調剤 薬局
     阪南市箱作３５０５－４ 常　勤:    3締役　八田　守也 組織変更 現存
     (薬       3) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 408995-00506 あしたば薬局 〒599-0205 072-470-0255株式会社あしたばファ池　喜章 平23.11. 1調剤 薬局
     阪南市新町５１－２ 常　勤:    2ーマシー　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       2)　池　喜章 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 409095-00514 あおば薬局　駅前店 〒599-0204 072-447-7987有限会社　アオバファ吉田　妙子 平25. 9. 1調剤 薬局
     阪南市鳥取６５７－６ 常　勤:    2ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　吉田　 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 409195-00530 調剤薬局ツルハドラッ〒599-0212 072-472-7867株式会社ツルハ　代表手嶋　淳 平25.11.16調剤 薬局
     グ　阪南店 阪南市自然田９２８－３ 常　勤:    2取締役社長　鶴羽　順 組織変更 現存
     (薬       2) 平25.11.16
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 409295-00548 さくら薬局　阪南桃の〒599-0236 072-476-6601クラフト株式会社　代倉本　奈央子 平26. 3. 1調剤 薬局
     木台店 阪南市桃の木台８丁目４２３－３常　勤:    1表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     ０ (薬       1) 平26. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 409395-00555 ツバキ薬局 〒599-0202 072-470-0165株式会社ツバキファー家本　智美 平27. 6. 1調剤 薬局
     阪南市下出５１－５ 常　勤:    1マシー　代表取締役　 移転 現存
     (薬       1)椿本　勝彦 平27. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 409495-00563 さくら薬局　阪南尾崎〒599-0201 072-470-5051クラフト株式会社　代大岡　千尋 平28.10. 1調剤 薬局
     店 阪南市尾崎町１３７番地の１第２常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     池田ビル１０１号 (薬       2) 平28.10. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 409595-00571 阪南ひかり薬局 〒599-0212 072-479-5130有限会社四国メディカ長田　宏子 平29. 4. 1調剤 薬局
     阪南市自然田９４０番地５ 常　勤:    1ルサポート　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　吉村　昭世 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 409695-00589 ひかり薬局 〒599-0202 072-471-0262合同会社ルミエル　代鶴島　令子 平29. 4. 1調剤 薬局
     阪南市下出２６５－７ 常　勤:    1表社員　鶴島　令子 組織変更 現存
     (薬       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 409795-00597 カイセイ薬局 〒599-0202 072-473-5539ウイル株式会社　代表松村　祐次 平29. 6. 1調剤 薬局
     阪南市下出５１－１ 常　勤:    1取締役　松村　祐次 組織変更 現存
     (薬       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


