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    101,0165,5 七曲薬局 〒640-8235 073-422-8878鳥松　敬治 鳥松　敬治 昭50. 8. 1調剤 薬局
     和薬165 和歌山市東長町２丁目２９ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,0171,3 テラウチ薬局 〒649-6331 073-461-1048寺内　勇二 寺内　勇二 昭50.12. 1調剤 薬局
     和薬171 和歌山市北野４３３ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,0195,2 川本薬局 〒640-8453 073-453-1245川本　陽一 川本　陽一 昭54. 4. 1調剤 薬局
     和薬195 和歌山市木ノ本６８７－１９ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,0218,2 ウエダ薬局 〒640-8314 073-471-4411上田　元支 上田　元支 昭58. 1. 1調剤 薬局
     和薬218 和歌山市神前１３６の７ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,0220,8 水田薬局 〒640-8108 073-422-9852水田　博子 山口　恵子 昭58. 4. 1調剤 薬局
     和薬220 和歌山市雑賀町１６番地 常　勤:    1 休止
     (薬       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,0241,4 三協薬局 〒640-8237 073-432-2010保井　美都子 保井　美都子 昭60.11. 1調剤 薬局
     和薬241 和歌山市材木丁７１ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701,0245,5 浜の宮和漢薬局 〒641-0014 073-446-2374谷本　泰弘 谷本　泰弘 昭61. 7. 1調剤 薬局
     和薬245 和歌山市毛見３４２の４７ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,0291,9 県庁前池重薬局 〒640-8269 073-431-7725池田　照世 池田　照世 平 7.10. 1調剤 薬局
     和薬291 和歌山市小松原通１ー１ー３４ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901,0292,7 岩本薬心堂薬局 〒640-8331 073-422-4597岩本　謙三 岩本　謙三 平 8.10. 1調剤 薬局
     和薬292 和歌山市美園町５丁目９－１ 常　勤:    3 交代 現存
     (薬       3) 平29.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001,0294,3 小山薬局 〒640-8464 073-451-8804小山　佳美 小山　佳美 平 9. 6. 1調剤 薬局
     和薬294 和歌山市市小路４０３－６ 常　勤:    3 新規 現存
     (薬       3) 平30. 6. 1
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   1101,0298,4 イサオ薬局 〒640-8482 073-461-0305土本　容子 土本　容子 平 9.12. 1調剤 薬局
     和薬298 和歌山市六十谷３６９－２ 常　勤:    2 交代 現存
     (薬       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201,0307,3 Ｅ薬局 〒640-8392 073-432-1818奥野　惠利 奥野　惠利 平12. 3. 1調剤 薬局
     和薬307 和歌山市中之島８８０ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301,0316,4 真進堂薬局 〒641-0033 073-445-2078稲葉　眞也 太田　栄美 平14. 3.12調剤 薬局
     和薬316 和歌山市松ケ丘１丁目８－２３ 常　勤:    3 移動 現存
     (薬       3) 平26. 3.12
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401,0317,2 水田薬局さぎのもり 〒640-8057 073-423-0881水田　博子 水田　博子 平14. 3. 1調剤 薬局
     和薬317 和歌山市鷺ノ森新道１７番地 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501,0324,8 ナンゴウ薬局　楠見店〒640-8462 073-452-3006南郷　 男 南郷　 男 平16. 4. 1調剤 薬局
     和薬324 和歌山市粟２４８－３ 常　勤:    3 現存
     (薬       3) 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601,0325,5 さかた薬局 〒640-8033 073-431-8080阪田　利昭 阪田　利昭 平16. 4.21調剤 薬局
     和薬325 和歌山市本町５丁目２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 4.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701,0326,3 みやま薬局 〒640-8329 073-402-6007高垣　麻美子 高垣　麻美子 平16. 4. 1調剤 薬局
     和薬326 和歌山市田中町５丁目５－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801,0327,1 ヤカタ薬局 〒640-8105 073-422-4643山本　恵美子 山本　明子 平16. 4. 1調剤 薬局
     和薬327 和歌山市三木町南ノ丁３３ 常　勤:    2 組織変更 現存
     (薬       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901,0328,9 国道薬局 〒641-0007 073-432-1046小林　記代 小林　記代 平16. 8. 1調剤 薬局
     和薬328 和歌山市小雑賀３丁目１－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   2001,0329,7 アンリ薬局 〒641-0006 073-474-6651西　和宏 西　久美 平17.11. 1調剤 薬局
     和薬329 和歌山市中島５７３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101,0334,7 山口薬局納定店 〒640-8344 073-472-9288山口　陽司 山口　陽司 平18.10. 1調剤 薬局
     和薬334 和歌山市納定６０ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201,0336,2 なかい薬局 〒640-8425 073-494-5009中井　雅英 中井　雅英 平20. 4. 1調剤 薬局
     和薬336 和歌山市松江北７丁目１２５９番常　勤:    2 新規 現存
     １７２ (薬       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301,0337,0 ワン・ツー・スリー薬〒640-8319 073-421-3333堺井　弥太彦 堺井　弥太彦 平20.12. 1調剤 薬局
     和薬337 局 和歌山市手平５丁目１－１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401,0340,4 タバタ薬局 〒641-0014 073-444-6443田端　宏行 田端　宏行 平21.11.16調剤 薬局
     和薬340 和歌山市毛見１１０３－４ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平27.11.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501,0342,0 真進堂薬局高松店 〒641-0051 073-436-0053稲葉　眞也 中村　知江子 平22. 5.10調剤 薬局
     和薬342 和歌山市西高松一丁目５－４丸岩常　勤:    1 新規 現存
     ビル１Ｆ (薬       1) 平28. 5.10
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601,0345,3 藤井薬局 〒640-8314 073-473-0419細川　二美 細川　二美 平23. 8.16調剤 薬局
     和薬345 和歌山市神前１３６の４ 常　勤:    2 移動 現存
     (薬       2) 平29. 8.16
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701,0346,1 安原薬局 〒641-0004 073-476-5177永井　由紀子 永井　尚 平28. 9.20調剤 薬局
     和薬346 和歌山市和田４６３－２ 常　勤:    4 移動 現存
     (薬       4) 平28. 9.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801,0347,9 おくすり館　ｕｒｕｃ〒640-8482 073-488-3265湯川　アヤ 湯川　アヤ 平29. 8. 1調剤 薬局
     和薬347 ｏ薬局 和歌山市六十谷２２６番地８ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   2901,1009,4 有限会社　キシダ薬局〒640-8033 073-422-6560有限会社　キシダ薬局岸田　誠之 昭39. 3. 1調剤 薬局
     和薬1009 和歌山市本町２丁目５０ 常　勤:    1　代表取締役　岸田　 現存
     (薬       1)隆之 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001,1059,9 株式会社　赤門薬局 〒640-8377 073-422-3544株式会社　赤門　代表木村　幸世 昭59. 5. 1調剤 薬局
     和薬1059 和歌山市新堺丁３６ 常　勤:    1取締役　木村　幸世 現存
     (薬       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3101,1060,7 有限会社　岩本薬局市〒640-8203 073-431-8700有限会社　岩本薬局　岩本　研 昭59. 6. 1調剤 薬局
     和薬1060 駅前店 和歌山市東蔵前丁４番地ファース常　勤:    2取締役　岩本　研 現存
     トビル１階 (薬       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201,1061,5 株式会社チカゾエ保険〒640-8262 073-428-3964株式会社　チカゾエ　三木　文香 昭59.10. 1調剤 薬局
     和薬1061 調剤薬局グリーンライ和歌山市湊通丁北２丁目１３番地常　勤:    1代表取締役　近添　美 現存
     フ ＴＫＣビル１Ｆ (薬       1)男 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3301,1071,4 せきもと薬師堂薬局 〒640-8243 073-423-2313有限会社　せきもと薬堰本　哲郎 平元. 4. 1調剤 薬局
     和薬1071 和歌山市徒町２２ 常　勤:    1師堂薬局　代表取締役 現存
     (薬       1)　堰本　哲郎 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401,1080,5 梅北薬局紀ノ川店 〒640-8411 073-454-6364梅北薬品株式会社　代梅北　武 平 4. 1. 1調剤 薬局
     和薬1080 和歌山市梶取１－３２ 常　勤:    1表取締役　梅北　哲次 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3501,1081,3 保険調剤薬局コーワ 〒640-8341 073-475-0498有限会社　メディカル上林　恭章 平 4. 3. 1調剤 薬局
     和薬1081 和歌山県和歌山市黒田一丁目４番常　勤:    3コーワ　代表取締役　 現存
     １号 (薬       3)上林　弘法 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601,1085,4 サン調剤薬局 〒640-8107 073-436-9125有限会社　サン　代表戎　郁世 平 4. 9. 1調剤 薬局
     和薬1085 和歌山市三木町堀詰４１番地スカ常　勤:    5取締役　濵　道郎 現存
     イハイツ三木町１Ｆ (薬       5) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701,1086,2 タイガー薬局　本店 〒640-8235 073-432-6890株式会社　タイガー薬上西　廣信 平 5. 1. 1調剤 薬局
     和薬1086 和歌山市東長町５丁目４０番地 常　勤:    1品　代表取締役　上西 現存
     (薬       1)　幸信 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   3801,1089,6 有限会社　松本薬局 〒641-0055 073-445-0754有限会社　松本薬局　松本　昌子 平 5. 9. 1調剤 薬局
     和薬1089 和歌山市和歌川町１０－１８ 常　勤:    1取締役　松本　正康 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3901,1100,1 株式会社　第一薬局 〒640-8324 073-427-2822株式会社　第一薬局　坂本　恵理 平 5.12. 1調剤 薬局
     和薬1100 和歌山市吹屋町４丁目１４番地の常　勤:    1代表取締役　山岡　賴 現存
     ２ (薬       1)貴 平29.12. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001,1103,5 サン調剤薬局　東長町〒640-8264 073-427-3057有限会社　サン　代表吉田　純子 平 6. 5. 1調剤 薬局
     和薬1103 店 和歌山市湊桶屋町８番地たばこ会常　勤:    3取締役　濵　道郎 現存
     館１Ｆ (薬       3) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101,1104,3 銀明堂薬局 〒649-6331 073-462-4560有限会社　銀明堂薬局島　清美 平 6. 5. 1調剤 薬局
     和薬1104 和歌山市北野５１７ 常　勤:    1　代表取締役　島　修 現存
     (薬       1)三 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4201,1112,6 アハト調剤薬局 〒640-8412 073-456-0093株式会社コスモファー谷口　晋造 平 6.11. 1調剤 薬局
     和薬1112 和歌山市狐島３８８－３モンエソ常　勤:    2マ和歌山　代表取締役 現存
     ールⅡ　１階Ｂ号室 (薬       2)　水野　淳 平24.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301,1114,2 第一薬局黒田 〒640-8341 073-474-2117株式会社第一薬局　代鈴木　康之 平 7.12. 1調剤 薬局
     和薬1114 和歌山市黒田１３９番地３ 常　勤:    1表取締役　山岡　賴貴 新規 現存
     (薬       1) 平28.12. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401,1115,9 和修会　神前調剤薬局〒640-8314 073-474-7107有限会社　メディマッ岡村　達也 平 8. 1. 1調剤 薬局
     和薬1115 和歌山市神前８５ー１ 常　勤:    1ク　代表取締役　島　 新規 現存
     (薬       1)修三 平29. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   4501,1117,5 保険調剤薬局トーワ 〒641-0008 073-432-0767有限会社トーワ　代表 田　伸子 平 8. 4. 1調剤 薬局
     和薬1117 和歌山市北中島１丁目５－７ 常　勤:    4取締役　藤井　江美 新規 現存
     (薬       4) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601,1119,1 調剤薬局ネットワーク〒640-8435 073-452-3554有限会社　ネットワー中村　佳彦 平 9. 1. 1調剤 薬局
     和薬1119 和歌山市古屋８２－１ 常　勤:    1ク　代表取締役　山本 組織変更 現存
     (薬       1)　秀夫 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4701,1122,5 株式会社第一薬局川永〒649-6314 073-462-1080株式会社第一薬局　代小川　真代 平 9. 7. 1調剤 薬局
     和薬1122 和歌山市島２３４－７ 常　勤:    1表取締役　山岡　賴貴 新規 現存
     (薬       1) 平24. 7. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4801,1124,1 テラウチ調剤薬局　北〒649-6331 073-464-2062有限会社テラウチ　代福田　昌子 平 9.10. 1調剤 薬局
     和薬1124 野店 和歌山市北野４５４ 常　勤:    2表取締役　寺内　勇二 新規 現存
     (薬       2) 平24.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4901,1125,8 調剤薬局ホンダ 〒640-0112 073-455-0733株式会社調剤薬局ホン本田　みどり 平 9.12. 1調剤 薬局
     和薬1125 和歌山市西庄１０１６ 常　勤:    1ダ　代表取締役　本田 組織変更 現存
     (薬       1)　健太郎 平27.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001,1127,4 アニマ薬局 〒640-8150 073-435-3536有限会社　アニマ　代御木　龍宏 平10. 3. 1調剤 薬局
     和薬1127 和歌山市十三番丁５ 常　勤:    1表取締役　御木　龍宏 新規 現存
     (薬       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101,1128,2 大陸薬局　園部店 〒640-8483 073-461-3999有限会社　大陸薬局　大岡　功 平10. 4. 1調剤 薬局
     和薬1128 和歌山市園部１１３３－１ 常　勤:    2代表取締役　大岡　進 移動 現存
     (薬       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5201,1135,7 有限会社　松本薬局西〒641-0036 073-448-1187有限会社　松本薬局　深日　華子 平10. 9. 1調剤 薬局
     和薬1135 浜店 和歌山市西浜１０２６－１ 常　勤:    1代表取締役　松本　正 新規 現存
     (薬       1)康 平28. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
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   5301,1137,3 有限会社　松本薬局　〒641-0022 073-446-5963有限会社　松本薬局　松尾　孝子 平10.10. 1調剤 薬局
     和薬1137 片男波店 和歌山市和歌浦南２丁目５－１４常　勤:    1取締役　松本　正康 新規 現存
     (薬       1) 平28.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401,1138,1 有限会社　河西薬局 〒640-8412 073-452-3021有限会社　河西薬局　嶋田　和明 平10.12. 1調剤 薬局
     和薬1138 和歌山市狐島２４３ 常　勤:    2代表取締役　宮澤　靖 組織変更 現存
     (薬       2)典 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5501,1144,9 梅北薬局古屋店 〒640-8435 073-452-3797梅北薬品株式会社　代梅北　哲次 平11. 9. 1調剤 薬局
     和薬1144 和歌山市古屋８５ー１ 常　勤:    1表取締役　梅北　哲次 新規 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5601,1147,2 ヤタヤ薬局木の本店 〒640-8434 073-457-3493株式会社ヤタヤ薬局　上野　愛美 平11.12. 1調剤 薬局
     和薬1147 和歌山市榎原７３ー１ 常　勤:    1代表取締役　大島　浩 新規 現存
     (薬       1)一郎 平29.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5701,1149,8 テビラ薬局イズミヤ店〒640-8325 073-425-9495有限会社　手平薬局　小出　晴彦 平12. 3. 1調剤 薬局
     和薬1149 和歌山市新生町７ー２０　イズミ常　勤:    1取締役　小出　晴彦 新規 現存
     ヤ和歌山店１Ｆ (薬       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5801,1150,6 中央薬局 〒649-6324 073-465-3923有限会社　エムアンド金子　雅好 平12. 3. 1調剤 薬局
     和薬1150 和歌山市祢宜９７１－４ 常　勤:    6アイカンパニー　代表 新規 現存
     (薬       6)取締役　金子　雅好 平30. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5901,1151,4 株式会社第一薬局鳴神〒640-8303 073-476-5110株式会社　第一薬局　黒田　惠子 平12. 3. 1調剤 薬局
     和薬1151 和歌山市鳴神４９１ー３ 常　勤:    1代表取締役　山岡　賴 新規 現存
     (薬       1)貴 平30. 3. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6001,1153,0 有限会社大陸薬局楠見〒640-8463 073-452-7611有限会社　大陸薬局　大岡　進 平12. 4. 1調剤 薬局
     和薬1153 支店 和歌山市楠見中１５－１３ 常　勤:    3代表取締役　大岡　進 移動 現存
     (薬       3) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   6101,1157,1 株式会社チカゾエ保険〒640-8482 073-461-7081株式会社　チカゾエ　井上　真紀子 平12. 7. 1調剤 薬局
     和薬1157 調剤薬局六十谷グリー和歌山市六十谷２２２ー３８ 常　勤:    1代表取締役　近添　美 移動 現存
     ンライフ (薬       1)男 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6201,1158,9 カイセイ薬局 〒641-0012 073-448-5310株式会社　育星会　代宮脇　知美 平12. 9. 1調剤 薬局
     和薬1158 和歌山市紀三井寺中洲浜８６３ー常　勤:    5表取締役　飯田　彰 新規 現存
     ２９ (薬       5) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6301,1159,7 銀明堂薬局くすみ調剤〒640-8461 073-457-3910有限会社メディカルス高山　晃成 平12.12. 1調剤 薬局
     和薬1159 和歌山市船所２９ー６ 常　勤:    8クウェア　代表取締役 新規 現存
     (薬       8)　島　清美 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6401,1161,3 城南薬局 〒640-8269 073-428-8711和歌山中央調剤株式会森　南子 平13. 1. 1調剤 薬局
     和薬1161 和歌山市小松原通１丁目３番地 常　勤:    1社　代表取締役　大野 新規 現存
     (薬       1)　健治 平25. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6501,1165,4 ふたば調剤薬局 〒640-8453 073-480-0832有限会社　ふたば　代二宮　領子 平13. 9. 1調剤 薬局
     和薬1165 和歌山市木ノ本１１６ー３ 常　勤:    1表取締役　榎本　佑子 新規 現存
     (薬       1) 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6601,1178,7 株式会社第一薬局名草〒641-0015 073-441-7033株式会社　第一薬局　雑賀　淳子 平14. 4. 1調剤 薬局
     和薬1178 和歌山市布引７６３－７ 常　勤:    1代表取締役　山岡　賴 新規 現存
     (薬       1)貴 平26. 4. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6701,1179,5 ほのぼの薬局 〒640-8345 073-475-6688有限会社　メディカル田口　正典 平14. 4. 1調剤 薬局
     和薬1179 和歌山市新在家１６２ 常　勤:    9プラン　代表取締役　 新規 現存
     (薬       9)藤井　ますみ 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   6801,1183,7 有限会社松本薬局雄湊〒640-8238 073-402-1682有限会社　松本薬局　高垣　晴子 平14. 6. 1調剤 薬局
     和薬1183 店 和歌山市網屋町９６番地 常　勤:    1取締役　松本　正康 新規 現存
     (薬       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6901,1184,5 銀明堂薬局紀三井寺調〒641-0012 073-446-2326有限会社　メディカル前田　順子 平14. 7. 1調剤 薬局
     和薬1184 剤 和歌山市紀三井寺５３９－５ 常　勤:    1スクウェア　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　島　清美 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7001,1185,2 アルテ調剤薬局 〒640-8403 073-480-3012有限会社　アルテ　代尾崎　千賀子 平14. 9. 1調剤 薬局
     和薬1185 和歌山市北島５５８－７ 常　勤:    1表取締役　尾崎　千賀 新規 現存
     (薬       1)子 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7101,1189,4 保険調剤薬局トーワ田〒641-0005 073-475-6530有限会社　トーワ　代亀井　達也 平14.10. 1調剤 薬局
     和薬1189 尻店 和歌山市田尻１２３－７ 常　勤:    2表取締役　藤井　江美 新規 現存
     (薬       2) 平26.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7201,1191,0 調剤薬局ネットワーク〒640-8441 073-480-5288有限会社　ネットワー山本　武志 平14.10. 1調剤 薬局
     和薬1191 栄谷店 和歌山市栄谷１６４－２４ 常　勤:    1ク　代表取締役　山本 新規 現存
     (薬       1)　秀夫 平26.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7301,1195,1 株式会社第一薬局医大〒641-0012 073-441-5908株式会社第一薬局　代西岡　朋 平14.12. 1調剤 薬局
     和薬1195 前 和歌山市紀三井寺８６３－２６ 常　勤:    1表取締役　山岡　賴貴 新規 現存
     (薬       1) 平26.12. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7401,1201,7 ホーム薬局 〒640-8402 073-480-5774有限会社　ホーム薬局川崎　晃秀 平15. 8. 4調剤 薬局
     和薬1201 和歌山市野崎２０－１１ 常　勤:    2　代表取締役　川崎　 新規 現存
     (薬       2)晃秀 平27. 8. 4
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   7501,1204,1 日本調剤九番丁薬局 〒640-8155 073-402-7231有限会社　アカネ　代武田　千晴 平15. 9.30調剤 薬局
     和薬1204 和歌山市九番丁２６ 常　勤:    6表取締役社長　三津原 新規 現存
     (薬       6)　博 平27. 9.30
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7601,1205,8 いちみや調剤薬局 〒640-0112 073-480-5518有限会社　ＭＹヘルス辻　由佳 平15.10. 1調剤 薬局
     和薬1205 和歌山市西庄５８５－１２ 常　勤:    2ファクトリー　取締役 新規 現存
     (薬       2)　辻　由佳 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7701,1206,6 エイ・ディー薬局　太〒640-8323 073-475-6560オサ有限会社　代表取藤本　陽子 平16. 6. 1調剤 薬局
     和薬1206 田店 和歌山市太田一丁目４番７号 常　勤:    5締役　長田　和美 新規 現存
     (薬       5) 平28. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7801,1207,4 塩屋調剤薬局 〒641-0021 073-448-5517有限会社　ネスト　代濵田　真紀 平16. 6. 1調剤 薬局
     和薬1207 和歌山市和歌浦東２丁目９－４７常　勤:    1表取締役　岩本　隆臣 移動 現存
     (薬       1) 平28. 6. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7901,1208,2 レディース調剤薬局 〒641-0011 073-448-5080株式会社　ヤタヤ薬局林　輝美 平16. 7. 1調剤 薬局
     和薬1208 和歌山市三葛３０５－１ 常　勤:    1　代表取締役　大島　 新規 現存
     (薬       1)浩一郎 平28. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8001,1209,0 六十谷調剤薬局 〒640-8482 073-464-5730株式会社　ヤタヤ薬局渡瀬　尚 平16. 8. 1調剤 薬局
     和薬1209 和歌山市六十谷１０２３－１－４常　勤:    2　代表取締役　大島　 新規 現存
     (薬       2)浩一郎 平28. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8101,1210,8 アトム調剤薬局 〒640-0112 073-480-5113有限会社　Ｋー２　代朽名　和成 平16.10. 1調剤 薬局
     和薬1210 和歌山市西庄５５８－１８ 常　勤:    1表取締役　朽名　和成 組織変更 現存
     (薬       1) 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   8201,1212,4 阪神調剤薬局　和歌山〒641-0012 073-441-8400株式会社　阪神調剤薬宮﨑　友朗 平16.11. 1調剤 薬局
     和薬1212 医大店 和歌山市紀三井寺８１１－７７ 常　勤:    1局　代表取締役　岩崎 新規 現存
     (薬       1)　壽毅 平28.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8301,1213,2 城南薬局東長町店 〒640-8235 073-402-7221和歌山中央調剤株式会前田　博之 平16.12. 1調剤 薬局
     和薬1213 和歌山市東長町６丁目２０セイワ常　勤:    1社　代表取締役　大野 新規 現存
     ビル１Ｆ－Ａ号室 (薬       1)　健治 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8401,1215,7 サカエ薬局 〒649-6313 073-461-2920有限会社　サカエファ鈴木　桂子 平17. 4. 1調剤 薬局
     和薬1215 和歌山市楠本７２－４ 常　勤:    3ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       3)　阪井　哲司 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8501,1216,5 タイコー堂薬局　柳通〒640-8333 073-402-1016株式会社タイコー堂薬松本　洋子 平17. 4. 1調剤 薬局
     和薬1216 り店 和歌山市蔵小路１５－２ 常　勤:    2局本店　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)大島　浩一郎 平29. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8601,1217,3 さつき調剤薬局 〒641-0054 073-448-6788有限会社　ネスト　代木下　尚子 平17. 6. 1調剤 薬局
     和薬1217 和歌山市塩屋５丁目７３番９号 常　勤:    1表取締役　岩本　隆臣 新規 現存
     (薬       1) 平29. 6. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8701,1218,1 城南薬局築港店 〒640-8287 073-424-3588和歌山中央調剤株式会田窪　美穂 平18. 2. 1調剤 薬局
     和薬1218 和歌山市築港３丁目２２番地 常　勤:    1社　代表取締役　大野 新規 現存
     (薬       1)　健治 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8801,1219,9 株式会社　第一薬局　〒640-8303 073-475-0410株式会社　第一薬局　山本　紀子 平18. 3. 1調剤 薬局
     和薬1219 宮 和歌山市鳴神１２２－１２ 常　勤:    1代表取締役　山岡　賴 新規 現存
     (薬       1)貴 平30. 3. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   8901,1221,5 有限会社　松本薬局　〒641-0021 073-447-0553有限会社　松本薬局　川本　麻衣子 平18. 8. 1調剤 薬局
     和薬1221 旭橋店 和歌山市和歌浦東３丁目６－２１常　勤:    3取締役　松本　正康 新規 現存
     (薬       3) 平24. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9001,1222,3 サンテ薬局 〒641-0056 073-418-8080サンテファーマシー株當仲　正典 平18.10. 1調剤 薬局
     和薬1222 和歌山市秋葉町１－１７ 常　勤:    1式会社　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)當仲　正典 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9101,1225,6 調剤薬局ネットワーク〒640-8434 073-455-1557有限会社　ネットワー田中　久恵 平18.12.25調剤 薬局
     和薬1225 榎原店 和歌山市榎原２０４－２０ 常　勤:    3ク　代表取締役　山本 移動 現存
     (薬       3)　秀夫 平24.12.25
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9201,1226,4 ガーデン薬局 〒640-8403 073-480-3511メディカルネット株式友渕　之理子 平19. 2. 1調剤 薬局
     和薬1226 和歌山市北島４５３番地の１ 常　勤:    1会社　代表取締役　大 新規 現存
     (薬       1)野　健治 平25. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9301,1227,2 エグチ薬局 〒640-8341 073-475-0357株式会社　エグチ　代古川　晶子 平19. 7. 1調剤 薬局
     和薬1227 和歌山市黒田１２０アソートクロ常　勤:    2表取締役　江口　暢洋 組織変更 現存
     ダ１Ｆ (薬       2) 平25. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9401,1229,8 エグチ薬局　秋月店 〒640-8322 073-476-0651株式会社　エグチ　代浦　永子 平19. 7. 1調剤 薬局
     和薬1229 和歌山市秋月５４５－２ 常　勤:    1表取締役　江口　暢洋 組織変更 現存
     (薬       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9501,1230,6 すみれ調剤薬局 〒641-0054 073-446-8500有限会社　ネスト　代鋤柄　宣子 平19. 9. 1調剤 薬局
     和薬1230 和歌山市塩屋６丁目２番６５号 常　勤:    1表取締役　岩本　隆臣 新規 現存
     (薬       1) 平25. 9. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   9601,1231,4 福町調剤薬局 〒640-8043 073-436-5169有限会社　キシダ薬局岸田　隆之 平20. 1. 1調剤 薬局
     和薬1231 和歌山市福町３６番地 常　勤:    2　代表取締役　岸田　 移動 現存
     (薬       2)隆之 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9701,1234,8 株式会社第一薬局小雑〒641-0007 073-425-5010株式会社　第一薬局　池端　ひとみ 平20. 7. 1調剤 薬局
     和薬1234 賀 和歌山市小雑賀７２６－８ 常　勤:    1代表取締役　山岡　賴 新規 現存
     (薬       1)貴 平26. 7. 1
     非常勤:   29
     (薬      29)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9801,1235,5 保険調剤薬局ヘルシー〒641-0055 073-445-8991有限会社ヘルシー　代和田　衣代 平20. 8.18調剤 薬局
     和薬1235 和歌山市和歌川町９－４１ 常　勤:    1表取締役　榎本　将和 移動 現存
     (薬       1) 平26. 8.18
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9901,1236,3 紀伊調剤薬局 〒649-6331 073-419-1737有限会社銀明堂薬局　森本　正昭 平20. 9. 1調剤 薬局
     和薬1236 和歌山市北野３０６ 常　勤:    1代表取締役　島　修三 新規 現存
     (薬       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10001,1237,1 マリーン薬局小雑賀店〒641-0007 073-426-2157有限会社メディカルナ志賀　佳恵子 平20.10. 1調剤 薬局
     和薬1237 和歌山市小雑賀１５８－４ 常　勤:    3ウ　代表取締役　井上 新規 現存
     (薬       3)　喜隆 平26.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10101,1238,9 調剤薬局ピース 〒640-8403 073-480-3355株式会社コスモファー森﨑　隆宏 平20.11. 1調剤 薬局
     和薬1238 和歌山市北島４５３ 常　勤:    2マ和歌山　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　水野　淳 平26.11. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10201,1239,7 エグチ薬局堀止店 〒641-0041 073-497-8183株式会社エグチ　代表甲斐　晴美 平20.11. 1調剤 薬局
     和薬1239 和歌山市堀止南ノ丁４－３７ 常　勤:    1取締役　江口　暢洋 新規 現存
     (薬       1) 平26.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  10301,1240,5 コスモファーマ薬局美〒640-8329 073-435-0066株式会社コスモファー中見　浩敏 平20.12. 1調剤 薬局
     和薬1240 園店 和歌山市田中町三丁目２８番地 常　勤:    2マ大阪　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)藤田　愛理 平26.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10401,1241,3 日本調剤和歌山西薬局〒640-8435 073-480-3138日本調剤株式会社　代雜賀　美幸 平21. 1.13調剤 薬局
     和薬1241 和歌山市古屋６０ 常　勤:    3表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       3) 平27. 1.13
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10501,1242,1 スズラン調剤薬局 〒640-8315 073-472-5522有限会社サンミ企画　新谷　恭子 平21. 2. 1調剤 薬局
     和薬1242 和歌山市津秦４１－１ 常　勤:    2代表取締役　北村　泰 新規 現存
     (薬       2)亨 平27. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10601,1243,9 ファーマシィ薬局アゼ〒640-8453 073-480-4807株式会社ファーマシィ森本　千佳 平21. 1.13調剤 薬局
     和薬1243 リア 和歌山市木ノ本１０３番地の３ 常　勤:    5　代表取締役　武田　 移動 現存
     (薬       5)宏 平27. 1.13
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10701,1244,7 そうごう薬局古屋店 〒640-8435 073-480-5101総合メディカル株式会奥　幸多 平21. 1.13調剤 薬局
     和薬1244 和歌山市古屋５９番 常　勤:    1社　代表取締役　坂本 移動 現存
     (薬       1)　賢治 平27. 1.13
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10801,1247,0 リリー調剤薬局 〒641-0007 073-427-8888有限会社サンミ企画　小林　利雄 平21. 5. 1調剤 薬局
     和薬1247 和歌山市小雑賀三丁目二番五号 常　勤:    2代表取締役　北村　泰 新規 休止
     (薬       2)亨 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10901,1248,8 ファーコス薬局　たく〒640-8028 073-426-2002株式会社ファーコス　森並　健二郎 平21. 8. 1調剤 薬局
     和薬1248 み 和歌山市匠町２５番地　ポポロビ常　勤:    4代表取締役　島田　光 新規 現存
     ル１階 (薬       4)明 平27. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  11001,1249,6 和歌山県薬剤師会おく〒640-8033 073-426-0090一般社団法人和歌山県上續　由紀 平21. 8. 1調剤 薬局
     和薬1249 すりセンター薬局 和歌山市本町２丁目１番地フォル常　勤:    3薬剤師会　会長　稲葉 移動 現存
     テワジマ５Ｆ (薬       3)　眞也 平27. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11101,1250,4 きのもと薬局 〒640-8453 073-488-7188株式会社ヤタヤ薬局　秦　壽孝 平21.10. 1調剤 薬局
     和薬1250 和歌山市木ノ本２６１－２２ 常　勤:    1代表取締役　大島　浩 新規 現存
     (薬       1)一郎 平27.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11201,1251,2 オードラッグメッサガ〒640-8421 073-480-5600株式会社オークワ　代和田　惠里子 平21.10. 1調剤 薬局
     和薬1251 ーデンパーク薬局 和歌山市松江向鵜ノ島１４６９－常　勤:    1表取締役　神吉　康成 新規 現存
     １ (薬       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11301,1252,0 エバグリーン薬局新中〒641-0002 073-473-4000株式会社三原色　代表服部　賢明 平21.11. 1調剤 薬局
     和薬1252 島店 和歌山市新中島１２４ 常　勤:    3取締役　米原　まき 新規 現存
     (薬       3) 平27.11. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11401,1253,8 ライフ調剤薬局 〒640-8453 073-494-3660株式会社長谷図案所　長谷　美紀 平22. 5. 1調剤 薬局
     和薬1253 和歌山市木ノ本５５２－６ 常　勤:    1代表取締役　長谷　善 新規 現存
     (薬       1)樹 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11501,1254,6 あけぼの薬局和歌山ろ〒640-8435 073-480-5168株式会社あけぼの関西南泉　牧子 平22. 4. 1調剤 薬局
     和薬1254 うさい病院前店 和歌山市古屋５７番地の３ 常　勤:    1　代表取締役　森　あ 交代 現存
     (薬       1)かね 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11601,1255,3 そうごう薬局和歌浦西〒641-0024 073-446-8951総合メディカル株式会金　祥平 平22. 9. 1調剤 薬局
     和薬1255 店 和歌山市和歌浦西一丁目１－１４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:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11701,1256,1 銀明堂薬局　鳴神支店〒640-8315 073-471-1388有限会社銀明堂薬局　河野　万里子 平22.12. 1調剤 薬局
     和薬1256 和歌山市津秦３－３２ 常　勤:    1代表取締役　島　修三 新規 現存
     (薬       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  11801,1257,9 かるがも薬局和歌山店〒640-8331 073-499-5601株式会社メディカルか酒井　謙一 平23. 4. 1調剤 薬局
     和薬1257 和歌山市美園町３丁目３４　けや常　勤:    1るがも　代表取締役　 新規 現存
     きＯＮＥ (薬       1)森　正彦 平29. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11901,1258,7 秋葉山エス調剤薬局 〒641-0056 073-445-5855有限会社　エス・ディ髙木　直美 平23. 5. 1調剤 薬局
     和薬1258 和歌山市秋葉町２番１８号 常　勤:    4ー・エル　代表取締役 新規 現存
     (薬       4)　仲田　吉徳 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12001,1259,5 そうごう薬局　友田店〒640-8342 073-421-8661総合メディカル株式会庄野　久美 平23. 9. 1調剤 薬局
     和薬1259 和歌山市友田町５丁目３３番地１常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     階 (薬       1)　賢治 平29. 9. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12101,1260,3 ヤタヤ薬局　太田店 〒640-8323 073-473-2293株式会社ヤタヤ薬局　雜賀　仁美 平23. 8. 1調剤 薬局
     和薬1260 和歌山市太田６９－１５ 常　勤:    1代表取締役　大島　浩 移動 現存
     (薬       1)一郎 平29. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12201,1261,1 宮前薬局 〒641-0008 073-428-6080有限会社　サカエファ阪井　哲司 平23. 8. 1調剤 薬局
     和薬1261 和歌山市北中島１丁目７１ 常　勤:    3ーマシー　代表取締役 移動 現存
     (薬       3)　阪井　哲司 平29. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12301,1262,9 保険調剤薬局トーワ加〒640-8391 073-473-6556有限会社　トーワ　代岡本　夏実 平23. 9. 1調剤 薬局
     和薬1262 納店 和歌山市加納２４８－４ 常　勤:    4表取締役　藤井　江美 新規 現存
     (薬       4) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12401,1263,7 ファミー薬局 〒641-0024 073-418-5858サンテファーマシー株岩本　隆司 平23.10. 1調剤 薬局
     和薬1263 和歌山市和歌浦西１丁目７－１ 常　勤:    1式会社　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)當仲　正典 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  12501,1264,5 なの花薬局　堀止店 〒640-8136 073-402-2170株式会社共栄ファーマ山﨑　美枝 平23.10. 1調剤 薬局
     和薬1264 和歌山市堀止東一丁目２番２８号常　勤:    4シー　代表取締役　宇 組織変更 現存
     (薬       4)野　光裕 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12601,1265,2 銀明堂薬局　六十谷支〒640-8482 073-462-1739有限会社銀明堂薬局　小林　利恵 平23.11. 1調剤 薬局
     和薬1265 店 和歌山市六十谷２２２－９ 常　勤:    1代表取締役　島　修三 移動 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12701,1266,0 あおぞら薬局　岩橋店〒640-8301 073-499-6669パドル合同会社　代表富永　尚晃 平24. 1. 1調剤 薬局
     和薬1266 和歌山市岩橋１５８３－１３ 常　勤:    3社員　富永　尚晃 新規 現存
     (薬       3) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12801,1267,8 マリーン薬局 〒641-0004 073-475-2118有限会社メディカルナ井上　雅亘 平23.12. 5調剤 薬局
     和薬1267 和歌山市和田１１７９番地１８ 常　勤:    1ウ　代表取締役　井上 移動 現存
     (薬       1)　喜隆 平29.12. 5
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12901,1268,6 あすなろ薬局　そのべ〒640-8483 073-412-8911有限会社銀明堂薬局　渡邊　康子 平24. 1. 1調剤 薬局
     和薬1268 調剤 和歌山市園部９４３－１０ 常　勤:    2代表取締役　島　修三 移動 現存
     (薬       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13001,1272,8 のぞみ薬局 〒649-6275 073-499-6538株式会社ＯＮＥ　ＭＥ有北　浩基 平24. 5. 1調剤 薬局
     和薬1272 和歌山市吐前２８２番地の１ 常　勤:    2ＤＩＣＡＬ　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　有北　浩基 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13101,1273,6 えのきはら薬局 〒640-8434 073-499-8248株式会社ヤタヤ薬局　岡崎　桂子 平24. 8. 1調剤 薬局
     和薬1273 和歌山市榎原８３番地１０ 常　勤:    1代表取締役　大島　浩 新規 現存
     (薬       1)一郎 平24. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  13201,1274,4 有限会社岩本薬局ふじ〒640-8451 073-456-4577有限会社岩本薬局　代川口　茉諭 平24. 8. 1調剤 薬局
     和薬1274 と台店 和歌山市中５７５番地３ふじと台常　勤:    1表取締役　岩本　研 新規 現存
     駅前ビル「エスタシオン」４階 (薬       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13301,1275,1 ステーション薬局 〒640-8331 073-421-6951株式会社プチファーマ森田　一正 平24.10. 1調剤 薬局
     和薬1275 和歌山市美園町５丁目６１番地 常　勤:    1シスト　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       1)柳生　美江 平24.10. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13401,1276,9 コスモファーマ薬局高〒641-0052 073-441-5080株式会社コスモファー中野　日出明 平24.12. 1調剤 薬局
     和薬1276 松店 和歌山市東高松三丁目１番２４号常　勤:    2マ和歌山　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       2)　水野　淳 平24.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13501,1277,7 タイガー薬局十番丁店〒640-8152 073-423-6221株式会社タイガー薬品上西　幸信 平25. 1. 7調剤 薬局
     和薬1277 和歌山市十番丁１２十番丁ビル１常　勤:    2　代表取締役　上西　 新規 現存
     階 (薬       2)幸信 平25. 1. 7
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13601,1278,5 そうごう薬局木枕店 〒640-0301 073-478-1261総合メディカル株式会﨑山　奈津子 平25. 1. 1調剤 薬局
     和薬1278 和歌山市木枕４１番６号 常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平25. 1. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13701,1279,3 株式会社第一薬局　和〒640-8301 073-472-0010株式会社第一薬局　代古川　万里子 平25. 2. 1調剤 薬局
     和薬1279 佐 和歌山市岩橋８７１－１ 常　勤:    2表取締役　山岡　賴貴 新規 現存
     (薬       2) 平25. 2. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13801,1280,1 菖蒲ヶ丘薬局 〒640-8315 073-473-2704有限会社ワイズパナシ山住　良子 平25. 2. 1調剤 薬局
     和薬1280 和歌山市津秦５番地の１ 常　勤:    2ーア　代表取締役　山 新規 現存
     (薬       2)住　良子 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  13901,1281,9 株式会社めいよう薬局〒640-8224 073-432-8315株式会社めいよう　代古川　佳子 平25. 2. 1調剤 薬局
     和薬1281 和歌山市小野町三丁目４７番地 常　勤:    1表取締役　朽名　和成 移動 現存
     (薬       1) 平25. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14001,1282,7 城南薬局　古屋店 〒640-8435 073-456-2311和歌山中央調剤株式会土屋　定美 平25. 4. 1調剤 薬局
     和薬1282 和歌山市古屋１５３－３１ 常　勤:    1社　代表取締役　大野 新規 現存
     (薬       1)　健治 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14101,1283,5 和駅東調剤薬局 〒640-8341 073-462-7700有限会社メディマック谷畑　正志 平25. 5. 1調剤 薬局
     和薬1283 和歌山市黒田一丁目３番２４号 常　勤:    2　代表取締役　島　修 新規 現存
     (薬       2)三 平25. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14201,1285,0 エバグリーン薬局四ヶ〒640-8391 073-475-0100株式会社三原色　代表白樫　由理 平25. 5. 1調剤 薬局
     和薬1285 郷店 和歌山市加納２９５－１ 常　勤:    2取締役　米原　まき 新規 現存
     (薬       2) 平25. 5. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14301,1286,8 紀北調剤薬局なかのし〒640-8392 073-473-8880株式会社　紀北調剤薬桝谷　壮平 平25. 6. 1調剤 薬局
     和薬1286 ま店 和歌山市中之島３０７－１ 常　勤:    1局　代表取締役　上能 新規 現存
     (薬       1)　喜久治 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14401,1287,6 ジョイントキュア　こ〒640-8323 073-471-2550株式会社ジョイントキ中尾　行宏 平25. 6. 1調剤 薬局
     和薬1287 うしん堂薬局 和歌山市太田一丁目１３番８号エ常　勤:    2ュア　代表取締役　中 新規 現存
     ヌ・アイ・シービル１Ｆ (薬       2)尾　行宏 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14501,1288,4 みやび調剤薬局 〒640-8472 073-452-3696株式会社　互恩　代表瀬嶋　雅子 平25. 6. 1調剤 薬局
     和薬1288 和歌山市大谷４０３番地の３ 常　勤:    4取締役　瀬嶋　互 組織変更 現存
     (薬       4) 平25. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14601,1289,2 かるがも薬局　和歌山〒640-8342 073-488-4144株式会社　メディカル宮下　進 平25. 7. 1調剤 薬局
     和薬1289 駅前店 和歌山市友田町五丁目４５ 常　勤:    1かるがも　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　森　正彦 平25. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
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  14701,1290,0 エース薬局北島店 〒640-8403 073-462-7611有限会社メディカルス中屋　裕美子 平25. 8. 1調剤 薬局
     和薬1290 和歌山市北島１００－６ 常　勤:    1クウェア　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　島　清美 平25. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14801,1291,8 森の薬局　花山店 〒640-8322 073-473-0034有限会社　メディコス北林　治 平25. 9. 1調剤 薬局
     和薬1291 和歌山市秋月４８４番地 常　勤:    1モ　代表取締役　大野 交代 現存
     (薬       1)　健治 平25. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14901,1292,6 調剤薬局ツルハドラッ〒641-0014 073-445-0289株式会社　ツルハ　代桃井　康子 平25.11.16調剤 薬局
     和薬1292 グ琴の浦店 和歌山市毛見９２８－６ 常　勤:    1表取締役社長　鶴羽　 交代 現存
     (薬       1)順 平25.11.16
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15001,1293,4 たんぽぽ薬局　和歌山〒641-0012 073-446-7160たんぽぽ薬局株式会社増田　りほ 平26. 1. 1調剤 薬局
     和薬1293 医大前店 和歌山市紀三井寺８１１番地の６常　勤:    5　代表取締役　松野　 新規 現存
     ２ (薬       5)英子 平26. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15101,1294,2 エグチ薬局　内原店 〒641-0013 073-448-6706株式会社　エグチ　代 田　敦子 平25.12. 1調剤 薬局
     和薬1294 和歌山市内原９４１－２３ 常　勤:    1表取締役　江口　暢洋 移動 現存
     (薬       1) 平25.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15201,1295,9 エムハート薬局　くる〒640-8483 073-498-8180株式会社　ミック　代宮田　中庸 平26. 1. 1調剤 薬局
     和薬1295 み店 和歌山市園部５９６－１６ 常　勤:    3表取締役　中川　春原 交代 現存
     (薬       3) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15301,1296,7 イオン薬局和歌山店 〒640-8451 073-456-2750イオンリテール株式会藤田　勝美 平26. 3.14調剤 薬局
     和薬1296 和歌山市中字楠谷５７３番地　イ常　勤:    3社　代表取締役　岡崎 新規 現存
     オン和歌山店１階 (薬       3)　双一 平26. 3.14
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  15401,1297,5 マリン調剤薬局 〒640-8341 073-472-3131有限会社サンミ企画　児玉　和嘉子 平26. 4. 1調剤 薬局
     和薬1297 和歌山市黒田一丁目１－１６ 常　勤:    1代表取締役　北村　泰 新規 現存
     (薬       1)亨 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15501,1298,3 あおば調剤薬局 〒640-8341 073-476-5300有限会社ネスト　代表殿川　香寿 平26. 6. 1調剤 薬局
     和薬1298 和歌山市黒田２８１番地５ 常　勤:    1取締役　岩本　隆臣 新規 現存
     (薬       1) 平26. 6. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15601,1299,1 コスモファーマ薬局三〒640-8104 073-488-6343株式会社コスモファー田所　由香 平26. 9. 1調剤 薬局
     和薬1299 木町店 和歌山市南休賀町８番地 常　勤:    1マ和歌山　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　水野　淳 平26. 9. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15701,1300,7 阪神調剤薬局　和歌山〒640-8269 073-428-8505株式会社阪神調剤薬局上谷　友歌里 平26.10. 1調剤 薬局
     和薬1300 日赤店 和歌山市小松原通四丁目２１番 常　勤:    3　代表取締役　岩崎　 新規 現存
     (薬       3)壽毅 平26.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15801,1301,5 たんぽぽ薬局　和歌山〒640-8269 073-431-1261たんぽぽ薬局株式会社中村　紀久美 平26.10. 1調剤 薬局
     和薬1301 日赤前店 和歌山市小松原通四丁目２２番地常　勤:    3　代表取締役　松野　 新規 現存
     　トーホービル１階 (薬       3)英子 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15901,1302,3 フロンティア薬局　和〒640-8269 073-402-0282株式会社フロンティア野村　成一 平26.10. 1調剤 薬局
     和薬1302 歌山日赤前店 和歌山市小松原通四丁目１９番地常　勤:    2　代表取締役　重森　 新規 現存
     (薬       2)裕之 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16001,1303,1 タイガー薬局　県庁前〒640-8244 073-427-3510株式会社タイガー薬品亀井　里沙 平26.10. 1調剤 薬局
     和薬1303 店 和歌山市久右衛門丁４６　ＴＢＡ常　勤:    1　代表取締役　上西　 新規 現存
     ビル１Ｆ (薬       1)幸信 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  16101,1304,9 エバグリーン薬局宮街〒640-8322 073-473-0707株式会社　三原色　代森　勇太 平26.10. 1調剤 薬局
     和薬1304 道店 和歌山市秋月２２７－２ 常　勤:    1表取締役　米原　まき 新規 現存
     (薬       1) 平26.10. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16201,1305,6 プラム調剤薬局 〒640-8137 073-436-7789有限会社サンミ企画　大尻　真琴 平26.11. 1調剤 薬局
     和薬1305 和歌山市吹上二丁目１２番６ 常　勤:    1代表取締役　北村　泰 新規 現存
     (薬       1)亨 平26.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16301,1306,4 コスモファーマ薬局日〒640-8269 073-423-1167株式会社コスモファー宮井　和美 平26.12. 1調剤 薬局
     和薬1306 赤前店 和歌山市小松原通四丁目２３ 常　勤:    2マ和歌山　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　水野　淳 平26.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16401,1309,8 のぞみ薬局　日赤前店〒640-8137 073-402-3801株式会社エーシー　代禅定　正隆 平27. 1. 1調剤 薬局
     和薬1309 和歌山市吹上二丁目４番４６号 常　勤:    3表取締役　道下　玄三 新規 現存
     (薬       3) 平27. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16501,1310,6 コスモファーマ薬局太〒640-8323 073-499-6607株式会社コスモファー小泉　満 平27. 1. 5調剤 薬局
     和薬1310 田店 和歌山市太田二丁目１３番１０号常　勤:    2マ和歌山　代表取締役 新規 現存
     ヒロメディカル第二ビル (薬       2)　水野　淳 平27. 1. 5
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16601,1311,4 調剤薬局コスモス 〒640-8150 073-428-2851有限会社　アニマ　代清水　佳子 平27. 2. 1調剤 薬局
     和薬1311 和歌山市十三番丁３８番地 常　勤:    1表取締役　御木　龍宏 移動 現存
     (薬       1) 平27. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16701,1312,2 タイコー堂薬局　直川〒640-8481 073-464-4371株式会社タイコー堂薬前山　彩香 平27. 3. 1調剤 薬局
     和薬1312 店 和歌山市直川９５４－１ 常　勤:    3局本店　代表取締役　 新規 現存
     (薬       3)大島　浩一郎 平27. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  16801,1313,0 やよい堂薬局十番丁店〒640-8152 073-499-5842株式会社メディカルム 山　由起 平27. 4. 1調剤 薬局
     和薬1313 和歌山市十番丁６１番地 常　勤:    2ーン　代表取締役　石 新規 現存
     (薬       2)関　理人 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16901,1314,8 調剤薬局ホンダ　西庄〒640-0112 073-451-0300株式会社調剤薬局ホン本田　健太郎 平27. 5. 1調剤 薬局
     和薬1314 中央店 和歌山市西庄３３８－４０ 常　勤:    2ダ　代表取締役　本田 新規 現存
     (薬       2)　健太郎 平27. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17001,1315,5 メロン調剤薬局 〒640-8137 073-488-8140有限会社ティーケーシ北原　佳也 平27. 5. 1調剤 薬局
     和薬1315 和歌山市吹上二丁目５－４０ 常　勤:    1ー　代表取締役　北村 新規 現存
     (薬       1)　泰亨 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17101,1316,3 次郎丸薬局 〒640-8444 073-488-8021株式会社　ヤタヤ薬局岩田　保宏 平27. 6. 1調剤 薬局
     和薬1316 和歌山市次郎丸６９－１ 常　勤:    1　代表取締役　大島　 新規 現存
     (薬       1)浩一郎 平27. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17201,1318,9 エム・エス・２１薬局〒640-8471 073-451-0021有限会社メディカル・大谷　充由 平27.11. 1調剤 薬局
     和薬1318 　善明寺店 和歌山市善明寺３０１テナント民常　勤:    2サポート・ツエンティ 新規 現存
     芸１階Ｃ (薬       2)ーワン　代表取締役　 平27.11. 1
     非常勤:    1田中　浩一
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17301,1319,7 きのくに薬局 〒649-6318 073-462-6777株式会社陽月メディカ瀧　一洋 平27.12. 1調剤 薬局
     和薬1319 和歌山市藤田１５番地１ 常　勤:    1ル　代表取締役　瀧　 新規 現存
     (薬       1)一洋 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17401,1320,5 保険調剤薬局トーワ　〒641-0004 073-472-0001有限会社トーワ　代表岩﨑　正紘 平27.12. 1調剤 薬局
     和薬1320 和田店 和歌山市和田１２０２－１０ 常　勤:    3取締役　藤井　江美 新規 現存
     (薬       3) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17501,1321,3 ピーチ調剤薬局 〒640-8269 073-423-0156有限会社サンミ企画　松岡　修作 平28. 4. 1調剤 薬局
     和薬1321 和歌山市小松原通４丁目３０番地常　勤:    1代表取締役　北村　泰 新規 現存
     小松原丸岩ビル１階１０２号室 (薬       1)亨 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  17601,1322,1 ルピナス調剤薬局 〒640-8155 073-435-5007有限会社サンミ企画　晒　壽哉 平28. 4. 1調剤 薬局
     和薬1322 和歌山市九番丁２４ 常　勤:    3代表取締役　北村　泰 新規 現存
     (薬       3)亨 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17701,1323,9 ミモザ調剤薬局 〒640-8392 073-497-5507有限会社ティー・ケー森本　雅也 平28. 4. 1調剤 薬局
     和薬1323 和歌山市中之島字向芝２３４７－常　勤:    2・シー　代表取締役　 新規 現存
     １ (薬       2)北村　泰亨 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17801,1324,7 株式会社第一薬局　吉〒640-8343 073-423-1711株式会社第一薬局　代松本　悠 平28. 7. 1調剤 薬局
     和薬1324 田 和歌山市吉田５８６小澤ビル１階常　勤:    1表取締役　山岡　賴貴 新規 現存
     (薬       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17901,1325,4 エース薬局延時支店 〒640-8431 073-457-1048有限会社メディカルス丸野　珠衣 平28. 7. 1調剤 薬局
     和薬1325 和歌山市向１５３－１ 常　勤:    1クウェア　代表取締役 移動 現存
     (薬       1)　島　清美 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18001,1326,2 エース薬局高松店 〒641-0043 073-435-0138有限会社メディカルス竹谷　美賀子 平28.10. 1調剤 薬局
     和薬1326 和歌山市宇須１丁目６番３号 常　勤:    2クウェア　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　島　清美 平28.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18101,1327,0 エバグリーン薬局　広〒640-8127 073-424-4500株式会社　三原色　代平西　優 平28.11. 1調剤 薬局
     和薬1327 瀬店 和歌山市元町奉行丁２丁目６６ 常　勤:    1表取締役　米原　まき 新規 現存
     (薬       1) 平28.11. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18201,1328,8 阪神調剤薬局　紀の川〒649-6335 073-461-6965株式会社阪神調剤薬局山田　純子 平29. 4. 1調剤 薬局
     和薬1328 店 和歌山市西田井３９１ 常　勤:    4　代表取締役　岩崎壽 新規 現存
     (薬       4)毅 平29. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  18301,1329,6 オレンジ薬局　加太店〒640-0103 073-459-3322株式会社　オレンジフ松本　素直 平29. 7. 1調剤 薬局
     和薬1329 和歌山市加太１０８６番地６２ 常　勤:    1ァーマシー　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　柳生　美江 平29. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18401,1330,4 こまつばら通薬局 〒640-8269 073-488-6103株式会社　ヤタヤ薬局小池　光巳 平29. 7. 1調剤 薬局
     和薬1330 和歌山市小松原通５－１５　イケ常　勤:    1　代表取締役　大島　 新規 現存
     ジリテナントビル１Ｆ (薬       1)浩一郎 平29. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18501,1331,2 株式会社くまの薬局　〒640-8425 073-488-1822株式会社くまの薬局　瀧野　理加 平29. 8. 1調剤 薬局
     和薬1331 松江店 和歌山市松江北６丁目２番２０号常　勤:    1代表取締役　山下　真 新規 現存
     (薬       1)経 平29. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18601,1332,0 調剤薬局ツルハドラッ〒641-0012 073-441-8270株式会社ツルハ　代表西川　智也 平29.11. 1調剤 薬局
     和薬1332 グ紀三井寺店 和歌山市紀三井寺６５３番地 常　勤:    1取締役社長　鶴羽　順 新規 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18701,1333,8 冬野パール薬局 〒640-0332 073-488-3537株式会社ミルキーファ中谷　昌史 平29.12. 1調剤 薬局
     和薬1333 和歌山市冬野１７６４番１ 常　勤:    1ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　松山　喜範 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18801,1334,6 大陸薬局野崎支店 〒640-8403 073-488-3356有限会社　大陸薬局　大岡　直貴 平30. 2. 1調剤 薬局
     和薬1334 和歌山市北島８９－３ 常　勤:    1代表取締役　大岡　進 新規 現存
     (薬       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18901,1335,3 堀止調剤薬局 〒641-0045 073-427-1258有限会社ティー・ケー山﨑　潤子 平30. 1. 1調剤 薬局
     和薬1335 和歌山市堀止西１－２－４ 常　勤:    1・シー　代表取締役　 その他 現存
     (薬       1)北村　泰亨 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19001,1336,1 エバグリーン薬局　塩〒641-0054 073-446-8611株式会社　三原色　代井戸本　直起 平30. 4. 1調剤 薬局
     和薬1336 屋店 和歌山市塩屋５丁目６７－１ 常　勤:    2表取締役　米原　まき 新規 現存
     (薬       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
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  19101,1337,9 エバグリーン薬局　高〒641-0052 073-448-3377株式会社　三原色　代森岡　俊光 平30. 5. 1調剤 薬局
     和薬1337 松店 和歌山市東高松３丁目８４－１ 常　勤:    1表取締役　米原　まき 新規 現存
     (薬       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19201,1338,7 タイコー堂薬局　太田〒640-8323 073-499-6471株式会社　タイコー堂井上　龍介 平30. 5. 1調剤 薬局
     和薬1338 南店 和歌山市太田３８－１４ 常　勤:    2薬局本店　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　大島　浩一郎 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19301,1339,5 サクラ調剤薬局 〒649-6271 073-465-4511有限会社　サンミ企画北村　泰亨 平30. 6. 1調剤 薬局
     和薬1339 和歌山市満屋字上澤２７番１０ 常　勤:    1　代表取締役　北村　 新規 現存
     (薬       1)泰亨 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19410,0006,2 駅前薬局 〒648-0065 0736-32-1012辻本　甫子 土井　暁子 昭38. 9. 1調剤 薬局
     橋薬6 橋本市古佐田一丁目６－１０ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19510,0011,2 ヨシダ薬局 〒648-0066 0736-37-1269吉田　里子 吉田　里子 昭58. 4. 1調剤 薬局
     橋薬11 橋本市胡麻生３５８の４ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19610,0018,7 コジマ調剤薬局 〒648-0073 0736-39-0515児嶋　慶和 児嶋　慶和 平17.12. 1調剤 薬局
     橋薬18 橋本市市脇４丁目７番６号 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19710,0019,5 三宝堂薬局 〒649-7205 0736-43-2308東　尚司 東　尚司 平 9. 7. 1調剤 薬局
     橋薬19 橋本市高野口町名倉３９２－１１常　勤:    2 移動 現存
     (薬       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19810,0020,3 愛民堂調剤薬局 〒649-7203 0736-44-2114青木　慶子 福井　允子 平11. 6. 1調剤 薬局
     橋薬20 橋本市高野口町名古曽５７７ー４常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19910,0021,1 西山薬局 〒649-7207 0736-42-0137西山　加津 西山　加津 平14. 1. 1調剤 薬局
     橋薬21 橋本市高野口町大野２３７－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  20010,0023,7 大竹薬局 〒649-7205 0736-42-4193大竹　由弥子 大竹　由弥子 平15.12.20調剤 薬局
     橋薬23 橋本市高野口町名倉２００－２ 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平27.12.20
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20110,0028,6 アオイ薬局 〒649-7202 0736-43-1188西前　多香哉 西前　多香哉 平27. 2. 1調剤 薬局
     橋薬28 橋本市高野口町伏原１０４３－１常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20210,0029,4 カモメ薬局 〒649-7206 0736-43-0201西前　多香哉 西前　公美子 平28. 7. 1調剤 薬局
     橋薬29 橋本市高野口町向島４２－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20310,0030,2 おかむろ薬局 〒648-0073 0736-26-8922岡室　昌博 岡室　昌博 平29.11. 1調剤 薬局
     橋薬30 橋本市市脇１丁目６５番 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20410,1001,2 合資会社　玉清丹薬局〒648-0064 0736-32-1127合資会社　玉清丹薬局村木　 世子 昭35.10. 1調剤 薬局
     橋薬1001 橋本市橋本２丁目２番１７号 常　勤:    1　代表社員　村木　重 現存
     (薬       1)信 平29.10. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20510,1012,9 コスモス薬局 〒648-0072 0736-33-0724有限会社コスモス薬局植田　全彦 平 9.10. 1調剤 薬局
     橋薬1012 橋本市東家４丁目１２－６ 常　勤:    1　代表取締役　植田　 新規 現存
     (薬       1)全彦 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20610,1016,0 調剤薬局ショウワしら〒648-0053 0736-38-2236有限会社　翔和　代表酒井　恵子 平11. 4. 1調剤 薬局
     橋薬1016 さぎ台店 橋本市しらさぎ台１２－９ 常　勤:    1取締役　平岡　彰治 新規 現存
     (薬       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20710,1017,8 薬局ボン・サンテ 〒648-0094 0736-37-2261合資会社　玉清丹薬局村木　重信 平11. 8. 1調剤 薬局
     橋薬1017 橋本市三石台１丁目３ー１ 常　勤:    1　代表社員　村木　重 交代 現存
     (薬       1)信 平29. 8. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
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  20810,1018,6 すだ小林薬局 〒648-0017 0736-32-0703有限会社　すだ小林薬小林　まもる 平12. 2. 1調剤 薬局
     橋薬1018 橋本市隅田町中島１８ 常　勤:    2局　代表取締役　小林 組織変更 現存
     (薬       2)　まもる 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20910,1022,8 橋本うめ薬局 〒648-0005 0736-34-8807有限会社　ツバイ　代牧野　直人 平16.10. 1調剤 薬局
     橋薬1022 橋本市小峰台２丁目１２番４０号常　勤:    5表取締役　中村　和也 新規 現存
     (薬       5) 平28.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21010,1023,6 紀北薬局おみね店 〒648-0005 0736-34-7270株式会社　エーエム・北岡　愉香 平16.11. 1調剤 薬局
     橋薬1023 橋本市小峰台２丁目１２－３９ 常　勤:    1サポート　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　上能　聖子 平28.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21110,1024,4 伊都薬局小峰台 〒648-0005 0736-36-5850伊都薬局株式会社　代村上　晴美 平16.12. 1調剤 薬局
     橋薬1024 橋本市小峰台２丁目１２－４３ 常　勤:    4表取締役　大谷　熈雄 新規 現存
     (薬       4) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21210,1025,1 玉清丹調剤薬局 〒648-0005 0736-37-1168合資会社　玉清丹薬局村木　牧子 平16.12. 1調剤 薬局
     橋薬1025 橋本市小峰台２丁目１２－４１ 常　勤:    3　代表社員　村木　重 新規 現存
     (薬       3)信 平28.12. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21310,1026,9 紀北調剤薬局 〒648-0072 0736-33-2191株式会社　紀北調剤薬上出　茂太 平17. 9. 1調剤 薬局
     橋薬1026 橋本市東家６丁目１番２０号 常　勤:    1局　代表取締役　上能 現存
     (薬       1)喜久治 平29. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21410,1027,7 調剤薬局ショウワ東家〒648-0073 0736-39-2340有限会社　翔和　代表松下　友紀 平17.12. 1調剤 薬局
     橋薬1027 店 橋本市市脇１丁目１番２７号岡田常　勤:    1取締役　平岡　彰治 新規 現存
     屋ビル１階１０１号 (薬       1) 平29.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21510,1028,5 有限会社　いしい薬局〒649-7205 0736-43-0936有限会社　いしい薬局石井　正人 平18. 4.10調剤 薬局
     橋薬1028 橋本市高野口町名倉２７０－３ 常　勤:    1　代表取締役　石井　 組織変更 現存
     (薬       1)正人 平30. 4.10
     非常勤:    2
     (薬       2)
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  21610,1030,1 グレープ薬局 〒648-0073 0736-39-1820株式会社　紀北調剤薬南　幸宏 平19. 4. 1調剤 薬局
     橋薬1030 橋本市市脇５丁目４番１３号 常　勤:    2局　代表取締役　上能 新規 現存
     (薬       2)　喜久治 平25. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21710,1031,9 保険調剤ハーブ薬局 〒649-7202 0736-42-5600株式会社　ハーブ薬局杉本　美保 平19. 4. 1調剤 薬局
     橋薬1031 橋本市高野口町伏原１８８－１ 常　勤:    2　代表取締役　杉本　 新規 現存
     (薬       2)光章 平25. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21810,1032,7 スズラン薬局　橋本店〒649-7203 0736-43-2985株式会社イズミ　代表松本　圭吾 平19. 6. 4調剤 薬局
     橋薬1032 橋本市高野口町名古曽９１６番地常　勤:    3取締役　大塚　吉史 新規 現存
     の４ (薬       3) 平25. 6. 4
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21910,1033,5 ごんべえドリ薬局 〒648-0041 0736-39-7540スパテラコーポレーシ中谷　和洋 平19. 9. 1調剤 薬局
     橋薬1033 橋本市清水５１２－１３ 常　勤:    2ョン株式会社　代表取 新規 現存
     (薬       2)締役　諏訪園　里実 平25. 9. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22010,1034,3 森下薬局 〒648-0072 0736-39-7088株式会社Ｙ・Ｋ・Ｙ・森下　恭子 平20. 9. 1調剤 薬局
     橋薬1034 橋本市東家４丁目１８－１５ 常　勤:    1Ｔメディカル　代表取 新規 現存
     (薬       1)締役　森下　幸彦 平26. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22110,1035,0 紀北薬局このの店 〒648-0086 0736-33-0138株式会社エーエム・サ山下　純弘 平21. 3. 1調剤 薬局
     橋薬1035 橋本市神野々１１０７－６ 常　勤:    1ポート　代表取締役　 移動 現存
     (薬       1)上能　聖子 平27. 3. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22210,1036,8 けやき薬局 〒648-0054 0736-37-5508株式会社あきつしま　栗本　昌宜 平23.12. 1調剤 薬局
     橋薬1036 橋本市城山台二丁目４５番地６９常　勤:    1代表取締役　木村　良 組織変更 現存
     号 (薬       1)太 平29.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  22310,1037,6 大谷薬局 〒648-0065 0736-32-5940株式会社大谷薬局　代 　洋子 平26. 5. 1調剤 薬局
     橋薬1037 橋本市古佐田一丁目４番５５号 常　勤:    2表取締役　大谷　熈雄 組織変更 現存
     (薬       2) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22410,1038,4 ウェーブ薬局　紀伊山〒648-0086 0736-26-5028ウェーブ薬局株式会社髙山　裕 平26. 6. 1調剤 薬局
     橋薬1038 田店 橋本市神野々字大道南３８２－１常　勤:    2　代表取締役　中村　 新規 現存
     ７ (薬       2)和憲 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22510,1039,2 タイコー堂薬局　高野〒649-7205 0736-44-3151株式会社　タイコー堂池下　治男 平27. 2. 1調剤 薬局
     橋薬1039 口店 橋本市高野口町名倉１８６番１ 常　勤:    1薬局本店　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　大島　浩一郎 平27. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22610,1040,0 キリン堂薬局　御幸辻〒648-0096 0736-39-7702株式会社キリン堂　代田中　義久 平28. 5. 1調剤 薬局
     橋薬1040 店 橋本市御幸辻上栗坪１３７－１ 常　勤:    1表取締役　寺西　豊彦 新規 現存
     (薬       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22710,1041,8 ごんべえドリ薬局　紀〒648-0052 0736-38-3880スパテラコーポレーシ坂谷　徳世 平29. 5. 1 薬局
     橋薬1041 見店 橋本市紀見字椿原５９１－１ 常　勤:    1ョン株式会社　代表取 新規 現存
     (薬       1)締役　諏訪園　里実 平29. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22811,0016,9 マエダ薬局 〒640-1131 073-489-2040前田　祉郎 前田　祉郎 昭53. 7. 1調剤 薬局
     海薬16 海草郡紀美野町動木２９－３ 常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22911,1001,0 日本調剤　紀美野薬局〒640-1141 073-489-9437日本調剤株式会社　代堂本　正典 平26.11. 1調剤 薬局
     海薬1001 海草郡紀美野町小畑９６－１ 常　勤:    5表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       5) 平26.11. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23013,0016,5 順敬堂薬局 〒648-0211 平田　晃生 平田　晃生 昭40.12. 1調剤 薬局
     伊薬16 伊都郡高野町高野山７２３ 常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  23113,0028,0 三平薬局 〒648-0101 0736-54-2043平越　孝平 平越　明實 平 4. 7. 1調剤 薬局
     伊薬28 伊都郡九度山町九度山１６１６ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23213,0034,8 萩原薬局 〒649-7174 0736-22-3903萩原　治美 萩原　治美 平 6. 3. 1調剤 薬局
     伊薬34 伊都郡かつらぎ町佐野１８５ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23313,0036,3 松林薬局 〒649-7113 0736-22-0044松林　延忠 松林　延忠 平10. 8. 1調剤 薬局
     伊薬36 伊都郡かつらぎ町妙寺９１９－４常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23413,0038,9 ヨシダ薬局 〒649-7113 0736-22-7122吉田　礼子 吉田　礼子 平12. 2. 1調剤 薬局
     伊薬38 伊都郡かつらぎ町妙寺４３９ー１常　勤:    2 移動 現存
     ２ (薬       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23513,0039,7 メイプル薬局 〒649-7161 0736-23-3685豊田　茂男 長谷場　ひとみ 平14. 1. 1調剤 薬局
     伊薬39 伊都郡かつらぎ町笠田東２２５－常　勤:    1 新規 現存
     ６ (薬       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23613,0044,7 三平薬局かつらぎ 〒649-7174 0736-22-0389平越　孝平 平越　孝平 平16. 4. 1調剤 薬局
     伊薬44 伊都郡かつらぎ町佐野１００８－常　勤:    1 移動 現存
     ４ (薬       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23713,0046,2 スズラン薬局　笠田店〒649-7161 0736-23-2037株式会社　イズミ　代浅田　岳彦 平25. 5. 1調剤 薬局
     伊薬46 伊都郡かつらぎ町笠田東１７４－常　勤:    3表取締役　大塚　吉史 新規 現存
     ４ (薬       3) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23813,0047,0 とらや薬局 〒648-0211 0736-56-2008松永　伸郎 南波　安代 平25. 9. 1調剤 薬局
     伊薬47 伊都郡高野町高野山７６８ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23913,1001,6 株式会社　中谷薬局 〒649-7114 0736-22-0267株式会社　中谷薬局　中谷　宏子 昭57.11. 1調剤 薬局
     伊薬1001 伊都郡かつらぎ町西飯降３番地の常　勤:    2代表取締役　中谷　宏 現存
     １２ (薬       2)子 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  24013,1004,0 スズラン薬局九度山店〒648-0101 0736-54-9076株式会社イズミ　代表新田　芳久 平11. 7. 1調剤 薬局
     伊薬1004 伊都郡九度山町九度山７８８ー４常　勤:    3取締役　大塚　吉史 新規 現存
     メゾンプラクミン１Ｆ (薬       3) 平29. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24113,1007,3 フロンティア薬局　か〒649-7113 0736-23-3621株式会社　フロンティ福田　貴幸 平14. 1. 1調剤 薬局
     伊薬1007 つらぎ店 伊都郡かつらぎ町妙寺１８４－５常　勤:    4ア　代表取締役　重森 交代 現存
     (薬       4)　裕之 平26. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24213,1010,7 こうや総合調剤薬局 〒648-0211 0736-26-7353株式会社こうや　代表前　司奈子 平24. 9. 1調剤 薬局
     伊薬1010 伊都郡高野町大字高野山６３６番常　勤:    2取締役　平野　純子 新規 現存
     地 (薬       2) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24313,1011,5 ヒラノ薬局 〒648-0211 0736-56-2426株式会社こうや　代表平野　一夫 平29. 2. 1調剤 薬局
     伊薬1011 伊都郡高野町高野山７３０ 常　勤:    1取締役　平野純子 その他 現存
     (薬       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24413,1012,3 ごんべえドリ薬局　か〒649-7161 0736-26-4416スパテラコーポレーシ中岡　芳枝 平29.12. 1調剤 薬局
     伊薬1012 つらぎ店 伊都郡かつらぎ町笠田東９７－２常　勤:    2ョン株式会社　代表取 新規 現存
     (薬       2)締役　諏訪園　里実 平29.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24514,0028,8 リングリングファーマ〒642-0015 073-482-8084多田　泰子 多田　泰子 昭64. 1. 1調剤 薬局
     海南薬28 シー 海南市且来５９番地１ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24614,0030,4 北野上薬局 〒640-0442 073-486-0234宗　留美子 宗　留美子 平 8. 4. 1調剤 薬局
     海南薬30 海南市原野３２３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24714,0031,2 わかば薬局 〒642-0021 073-482-2320江川　紀子 江川　紀子 平 9.11. 1調剤 薬局
     海南薬31 海南市井田１４６－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  24814,0033,8 光生薬局 〒649-0121 073-492-1059脇村　純代 脇村　純代 昭38. 7. 1 薬局
     海南薬33 海南市下津町丸田５－９ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24914,0036,1 あおぞら薬局 〒642-0032 073-486-3150野田　栄子 野田　栄子 平18. 2. 1調剤 薬局
     海南薬36 海南市名高１７９番地５ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25014,0038,7 下津薬局 〒649-0101 073-492-0025若林　康平 若林　康平 平19. 3.12調剤 薬局
     海南薬38 海南市下津町下津３０６６ 常　勤:    3 移動 現存
     (薬       3) 平25. 3.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25114,0039,5 みき薬局 〒642-0002 073-488-7289三木　順子 三木　順子 平21. 8. 2調剤 薬局
     海南薬39 海南市日方１２９０－６６　１Ｆ常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平27. 8. 2
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25214,1004,8 まるこ薬局 〒642-0022 073-482-0843有限会社　まるこ薬品筈谷　修児 昭56. 3. 1調剤 薬局
     海南薬1004 海南市大野中４７０－４ 常　勤:    4　代表取締役　筈谷　 現存
     (薬       4)修児 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25314,1007,1 有限会社　ヤマモト薬〒642-0032 073-482-1687有限会社　ヤマモト薬東海　知明 昭63.11. 1調剤 薬局
     海南薬1007 局 海南市名高５３７－９ 常　勤:    2局　代表取締役　東海 現存
     (薬       2)　知明 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25414,1010,5 センター薬局 〒642-0032 073-483-4564有限会社　三田吉　代三田　次郎 平 7.10. 1調剤 薬局
     海南薬1010 海南市名高５３６－２３センター常　勤:    2表取締役　三田　常夫 現存
     プラザビル１Ｆ (薬       2) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25514,1015,4 平成薬局 〒642-0001 073-484-2611有限会社　アルバ　代宮本　佳明 平10. 8. 1調剤 薬局
     海南薬1015 海南市船尾２６６ 常　勤:    1表取締役　田伏　弘典 新規 現存
     (薬       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  25614,1016,2 つくし薬局 〒642-0028 073-484-3438有限会社ティー・ケー中西　明徳 平11. 3. 1調剤 薬局
     海南薬1016 海南市幡川２１６－５ 常　勤:    1・シー　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       1)北村　泰亨 平29. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25714,1018,8 ユーコー薬局海南 〒642-0031 073-484-5420株式会社　日本精膏社栽松　美知 平14. 1. 1調剤 薬局
     海南薬1018 海南市築地１番５８ 常　勤:    1　代表取締役　中尾　 新規 現存
     (薬       1)光佑 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25814,1020,4 株式会社第一薬局海南〒642-0032 073-484-3377株式会社　第一薬局　南方　伸子 平16. 2. 1調剤 薬局
     海南薬1020 駅前 海南市名高５３１－４Ｙ．Ｔ．ビ常　勤:    1代表取締役　山岡　賴 新規 現存
     ル１階北側 (薬       1)貴 平28. 2. 1
     非常勤:   18
     (薬      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25914,1024,6 ユーコー薬局 〒649-0141 073-492-3065株式会社　日本精膏社中尾　由美子 平元. 3. 1調剤 薬局
     海南薬1024 海南市下津町小南１２６－４ 常　勤:    1　代表取締役　中尾　 現存
     (薬       1)光佑 平28. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26014,1025,3 ゆうゆう薬局 〒642-0023 073-485-1313株式会社プエンテ　代谷垣内　きよみ 平18.10. 1調剤 薬局
     海南薬1025 海南市重根東一丁目７番地６ 常　勤:    3表取締役　原　隆亮 新規 現存
     (薬       3) 平24.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26114,1026,1 新町調剤薬局 〒642-0002 073-484-2377有限会社　アルバ　代船越　裕美 平19. 4. 1調剤 薬局
     海南薬1026 海南市日方１２７２－５１新町ビ常　勤:    1表取締役　田伏　弘典 移動 現存
     ル１Ｆ (薬       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26214,1027,9 七山調剤薬局 〒640-0441 073-488-0357有限会社　メディカル横谷　英志 平19. 4. 1調剤 薬局
     海南薬1027 海南市七山３５４－１ 常　勤:    2スクウェア　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　島　清美 平25. 4. 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    35 頁

  26314,1028,7 保険調剤薬局朝日海南〒642-0032 073-483-8612株式会社　エグチ　代武本　尚紀 平19. 7. 1調剤 薬局
     海南薬1028 店 海南市名高５０７－４ 常　勤:    1表取締役　江口　暢洋 組織変更 現存
     (薬       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26414,1035,2 ヒカタ薬局 〒642-0002 073-482-1008有限会社メディカルス原　隆亮 平25. 3. 1調剤 薬局
     海南薬1035 海南市日方１５２１番地の６ 常　勤:    3クウェア　代表取締役 移動 現存
     (薬       3)　島　清美 平25. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26514,1036,0 株式会社第一薬局日方〒642-0002 073-484-3731株式会社第一薬局　代山本　喬也 平25. 3. 1調剤 薬局
     海南薬1036 海南市日方１５２１－３ 常　勤:    1表取締役　山岡　賴貴 移動 現存
     (薬       1) 平25. 3. 1
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26614,1037,8 調剤薬局ツルハドラッ〒642-0032 073-484-3637株式会社　ツルハ　代髙岡　靖司 平25.11.16調剤 薬局
     海南薬1037 グ海南駅前店 海南市名高５５５－７ 常　勤:    1表取締役社長　鶴羽　 交代 現存
     (薬       1)順 平25.11.16
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26714,1038,6 調剤薬局ツルハドラッ〒642-0001 073-484-5657株式会社　ツルハ　代岩橋　伸行 平25.11.16調剤 薬局
     海南薬1038 グ温山荘前店 海南市船尾３６５－１６ 常　勤:    1表取締役社長　鶴羽　 交代 現存
     (薬       1)順 平25.11.16
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26814,1040,2 うつみ薬局 〒642-0032 073-482-7640株式会社　レインボー赤井　晃子 平29. 5. 1調剤 薬局
     海南薬1040 海南市名高２４３－４ 常　勤:    1ブリッジ　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       1)　中谷　祐磨 平29. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26915,0011,1 宮原薬局 〒649-0434 0737-88-7183川口　雅也 川口　雅也 昭40. 7. 1調剤 薬局
     有田薬11 有田市宮原町新町４７３ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27015,0017,8 初島薬局 〒649-0306 柳　智津子 柳　智津子 昭53. 8. 1調剤 薬局
     有田薬17 有田市初島町浜１３１２－３ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29. 8. 1
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  27115,0033,5 下津薬局　初島店 〒649-0307 0737-83-1449若林　康平 若林　早止子 平 3. 1. 1調剤 薬局
     有田薬33 有田市初島町里１７０４ 常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27215,0037,6 橋爪薬局 〒649-0304 0737-82-3111橋爪　慶子 橋爪　慶子 平13. 5. 1調剤 薬局
     有田薬37 有田市箕島４４４ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27315,0041,8 アーク薬局 〒649-0317 0737-22-6000川田　歳夫 川田　歳夫 平20.11. 1調剤 薬局
     有田薬41 有田市古江見１８０－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27415,0044,2 アリダ薬局 〒649-0311 0737-82-3452江川　聡 江川　かよ子 平27. 4. 1調剤 薬局
     有田薬44 有田市辻堂６２６ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (薬       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27515,1007,8 エース薬局みのしま店〒649-0303 0737-82-5570有限会社　メディカル境　勝積 平17. 3. 1調剤 薬局
     有田薬1007 有田市新堂５５－１ 常　勤:    2スクウェア　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　島　清美 平29. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27615,1008,6 さくら薬局 〒649-0433 0737-23-7182株式会社ヒューマンプ米田　幸雅 平26. 5. 1調剤 薬局
     有田薬1008 有田市宮原町須谷５３５－１ 常　勤:    1ランニング　代表取締 組織変更 現存
     (薬       1)役　富山　晃至 平26. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27715,1010,2 サハラ薬局 〒649-0304 0737-83-1532株式会社　メディカル釆女　博子 平27. 7. 1調剤 薬局
     有田薬1010 有田市箕島９３－４ 常　勤:    1かるがも　代表取締役 交代 現存
     (薬       1)　森　正彦 平27. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27815,1011,0 とみやま調剤薬局 〒649-0304 0737-82-5260株式会社トータル・プ富山　晃至 平28. 3. 1調剤 薬局
     有田薬1011 有田市箕島８９７－７ 常　勤:    2ランニング　代表取締 組織変更 現存
     (薬       2)役　富山　晃至 平28. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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  27915,1012,8 ひまわり薬局 〒649-0316 0737-85-2660株式会社メディカルか杉原　哲夫 平28. 4. 1調剤 薬局
     有田薬1012 有田市宮崎町４０－３ 常　勤:    1るがも　代表取締役　 その他 現存
     (薬       1)森　正彦 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28015,1013,6 中野薬局 〒649-0304 0737-82-4534有限会社　サンミ　代岩田　克子 平29. 5. 1調剤 薬局
     有田薬1013 有田市箕島８７３－３ 常　勤:    2表取締役　北村　泰亨 その他 現存
     (薬       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28115,1014,4 ガトウ薬局 〒649-0316 0737-82-6704株式会社　レインボー我藤　久美 平29. 5. 1調剤 薬局
     有田薬1014 有田市宮崎町７－２ 常　勤:    3ブリッジ　中谷　祐磨 その他 現存
     (薬       3) 平29. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28216,0021,8 ヒラオ薬局 〒643-0152 0737-32-2215平尾　泰宏 平尾　仁美 昭47. 6. 1調剤 薬局
     有薬21 有田郡有田川町金屋７２２－１ 常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28316,0024,2 コトブキ薬局 〒643-0021 0737-52-5354星田　和美 星田　和美 昭50. 3. 1調剤 薬局
     有薬24 有田郡有田川町下津野６０５の７常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28416,0027,5 たちばな薬局 〒643-0071 0737-63-5123橘　加壽子 橘　加壽子 昭52. 5. 1調剤 薬局
     有薬27 有田郡広川町広２７２～１番地 常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28516,0030,9 フジヤ薬局 〒643-0021 0737-52-2216抜井　満 抜井　満 昭53.12. 1調剤 薬局
     有薬30 有田郡有田川町下津野２８７ 常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28616,0041,6 村田薬局 〒643-0004 0737-62-3218村田　隆春 村田　隆春 平 5.11. 1調剤 薬局
     有薬41 有田郡湯浅町湯浅１１４８ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28716,0043,2 天満薬局 〒643-0032 0737-52-4995野田　京子 野田　京子 平 8.12. 1調剤 薬局
     有薬43 有田郡有田川町天満６７９ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  28816,0046,5 小野田薬局 〒643-0004 0737-62-2324小野田　昌功 小野田　昌功 平17. 2. 1調剤 薬局
     有薬46 有田郡湯浅町湯浅９６８ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28916,0047,3 イケナガ薬局 〒643-0801 0737-52-2083池永　素子 池永　素子 平19. 4. 1調剤 薬局
     有薬47 有田郡有田川町徳田２１５－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29016,0048,1 モリ薬局 〒643-0811 0737-52-5814森　進 森　進 平21. 1. 1調剤 薬局
     有薬48 有田郡有田川町庄３４ 常　勤:    2 交代 現存
     (薬       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29116,0049,9 アリダ薬局湯浅店 〒643-0004 0737-63-6007江川　聡 江川　聡 平27. 4. 1調剤 薬局
     有薬49 有田郡湯浅町湯浅９０５－３ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (薬       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29216,0050,7 そまの薬局 〒643-0004 0737-65-3012松下　祐也 杣野　としゑ 平30. 4. 1調剤 薬局
     有薬50 有田郡湯浅町湯浅９３５－１ 常　勤:    2 その他 現存
     (薬       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29316,1006,8 金屋調剤薬局 〒643-0801 0737-52-6424有限会社　アルバ　代小松　公美 平 7. 3. 1調剤 薬局
     有薬1006 有田郡有田川町徳田１５９－１ 常　勤:    1表取締役　田伏　弘典 現存
     (薬       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29416,1007,6 粟生調剤薬局 〒643-0366 0737-22-0075有限会社アルバ　代表田村　恭子 平 9. 3. 1調剤 薬局
     有薬1007 有田郡有田川町粟生５４２－５ 常　勤:    1取締役　田伏　弘典 新規 現存
     (薬       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29516,1012,6 アイリス調剤薬局 〒643-0152 0737-32-3883有限会社　サンミ企画池田　一男 平23. 9. 1調剤 薬局
     有薬1012 有田郡有田川町金屋９１－２ 常　勤:    2　代表取締役　北村　 新規 現存
     (薬       2)泰亨 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29616,1014,2 かもめ薬局 〒643-0004 0737-65-2280有限会社　ポットアッ井上　哲夫 平26. 4. 7調剤 薬局
     有薬1014 有田郡湯浅町湯浅１３５－１０ 常　勤:    2プ　代表取締役　坪上 移動 現存
     (薬       2)　寛充 平26. 4. 7
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  29716,1015,9 オレンジ調剤薬局 〒643-0811 0737-22-3777有限会社　サンミ企画中本　英紀 平26. 7. 1調剤 薬局
     有薬1015 有田郡有田川町庄３１－１７８ 常　勤:    1　代表取締役　北村　 新規 現存
     (薬       1)泰亨 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29817,0001,8 田端薬局 〒649-6414 0736-77-3071田端　康久 田端　康久 昭59. 8. 1調剤 薬局
     紀薬1 紀の川市打田１２４１番地 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29917,0002,6 みどり薬局 〒649-6416 0736-77-0035井畑　智子 井畑　智子 平 6. 1. 1調剤 薬局
     紀薬2 紀の川市上野２９４ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30017,0006,7 みふく薬局　粉河店 〒649-6531 0736-73-7706殿最　圭祐 赤松　滋子 平10. 7. 1調剤 薬局
     紀薬6 紀の川市粉河４２０－２ 常　勤:    4 新規 現存
     (薬       4) 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30117,0007,5 タカダ薬局 〒649-6631 0736-75-3028高田　千鶴子 高田　千鶴子 昭59. 2. 1調剤 薬局
     紀薬7 紀の川市名手市場１１５ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30217,0012,5 みふく薬局 〒649-6122 0736-66-1000殿最　圭祐 殿最　圭祐 平12. 2. 1調剤 薬局
     紀薬12 紀の川市桃山町元３６１ー１第一常　勤:    1 新規 現存
     ビル１階 (薬       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30317,0013,3 小嶋薬局 〒640-0416 0736-64-6718小嶋　旬子 小嶋　旬子 昭57. 4. 1調剤 薬局
     紀薬13 紀の川市貴志川町長山２７７の５常　勤:    1 現存
     ７ (薬       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30417,0015,8 矢田薬局 〒640-0415 0736-64-2034矢田　隆久 矢田　隆久 昭58. 7. 1調剤 薬局
     紀薬15 紀の川市貴志川町長原９８０ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30517,0016,6 こがね薬局 〒640-0414 0736-64-2114嶋本　紀久代 嶋本　紀久代 昭59. 5. 1調剤 薬局
     紀薬16 紀の川市貴志川町国主４２－６ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  30617,1001,7 銀明堂薬局　打田支店〒649-6416 0736-78-2740有限会社　銀明堂薬局立花　ひとみ 平10. 8. 1調剤 薬局
     紀薬1001 紀の川市上野１４－７ 常　勤:    1　代表取締役　島　修 新規 現存
     (薬       1)三 平28. 8. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30717,1003,3 データボックス薬局 〒649-6414 0736-78-2660株式会社データ・ボッ巽　正良 平11.11. 1調剤 薬局
     紀薬1003 紀の川市打田１２９６ー５ 常　勤:    3クス　代表取締役社長 新規 現存
     (薬       3)　山西　潤 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30817,1005,8 銀明堂薬局　打田国道〒649-6416 0736-78-2880有限会社　銀明堂薬局鐵本　友香 平14. 9. 1調剤 薬局
     紀薬1005 店 紀の川市上野７７－３ 常　勤:    1　代表取締役　島　修 新規 現存
     (薬       1)三 平26. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30917,1006,6 紀北薬局うちた店 〒649-6414 0736-78-2588株式会社　エーエム・實宝　弥生 平14.10. 1調剤 薬局
     紀薬1006 紀の川市打田１３４０－５ 常　勤:    1サポート　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　上能　聖子 平26.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31017,1007,4 エール薬局 〒649-6417 0736-78-3793有限会社　やまとファ山岡　哲弥 平16. 1. 1調剤 薬局
     紀薬1007 紀の川市西大井２１１－２ 常　勤:    1ーマシー　取締役　山 新規 現存
     (薬       1)岡　哲弥 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31117,1008,2 那賀調剤薬局 〒649-6414 0736-78-1003株式会社　ヤタヤ薬局中原　みつる 平16. 5. 1調剤 薬局
     紀薬1008 紀の川市打田１４１５－４ 常　勤:    1　代表取締役　大島　 新規 現存
     (薬       1)浩一郎 平28. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31217,1010,8 金尾製薬株式会社　薬〒649-6531 0736-73-2026金尾製薬株式会社　代金澤　妃佐子 昭35.10. 1調剤 薬局
     紀薬1010 局部 紀の川市粉河８４５ 常　勤:    2表取締役　金澤　民雄 現存
     (薬       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31317,1011,6 松浦薬局 〒649-6531 0736-74-2811合資会社　松浦薬局　山本　恭子 平11. 7. 1調剤 薬局
     紀薬1011 紀の川市粉河９８４ 常　勤:    2代表社員　松浦　倫子 新規 現存
     (薬       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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  31417,1012,4 粉河本町薬局 〒649-6531 0736-74-3370有限会社　ポットアッシムコックス　麻衣 平14. 2. 1調剤 薬局
     紀薬1012 紀の川市粉河２１８４番地 常　勤:    2プ　代表取締役　坪上 新規 現存
     (薬       2)　寛充 平26. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31517,1013,2 名手駅前薬局 〒649-6631 0736-75-9550有限会社　ポットアッ中谷　周加恵 平14. 2. 1調剤 薬局
     紀薬1013 紀の川市名手市場１１６ 常　勤:    2プ　代表取締役　坪上 組織変更 現存
     (薬       2)寛充 平26. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31617,1014,0 さくら薬局 〒649-6631 0736-75-9750株式会社　テラ・ヘル梅本　有紀子 平14.10. 1調剤 薬局
     紀薬1014 紀の川市名手市場３０３－２ 常　勤:    3スプロモーション　代 新規 現存
     (薬       3)表取締役　赤松　優仁 平26.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31717,1016,5 有限会社ファミリー薬〒640-0416 0736-64-7704有限会社ファミリー薬岡田　英代 平12.10. 1調剤 薬局
     紀薬1016 局 紀の川市貴志川町長山２７７ー２常　勤:    1局　代表取締役　岡田 組織変更 現存
     １０ (薬       1)　英代 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31817,1017,3 株式会社調剤薬局ホン〒640-0401 0736-64-0130株式会社調剤薬局ホン西山　ひろみ 平15. 3. 1調剤 薬局
     紀薬1017 ダ貴志川店 紀の川市貴志川町丸栖１４２０ 常　勤:    2ダ　代表取締役　本田 新規 現存
     (薬       2)　健太郎 平27. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31917,1020,7 タイコー堂薬局　粉河〒649-6531 0736-73-8181株式会社タイコー堂薬野崎　嘉秀 平20.12. 1調剤 薬局
     紀薬1020 店 紀の川市粉河４５１－１１ 常　勤:    1局本店　代表取締役　 新規 休止
     (薬       1)大島　浩一郎 平26.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32017,1023,1 ローズ調剤薬局 〒649-6406 0736-78-1178有限会社　サンミ企画林　將智 平23. 4. 1調剤 薬局
     紀薬1023 紀の川市北大井１９８－８ 常　勤:    3　代表取締役　北村　 新規 現存
     (薬       3)泰亨 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  32117,1025,6 銀明堂薬局東国分支店〒649-6428 0736-79-3617有限会社銀明堂薬局　松尾　哲也 平24. 8. 1調剤 薬局
     紀薬1025 紀の川市東国分４３０－５ 常　勤:    1代表取締役　島　修三 新規 現存
     (薬       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32217,1026,4 そうごう薬局紀の川店〒649-6402 0736-77-0881総合メディカル株式会山名　亮一 平24.12. 1調剤 薬局
     紀薬1026 紀の川市北勢田２２８番３ 常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平24.12. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32317,1027,2 コスモファーマ薬局井〒640-0424 0736-79-3615株式会社コスモファー汲原　弘志 平25. 2. 1調剤 薬局
     紀薬1027 ノ口店 紀の川市貴志川町井ノ口１５７６常　勤:    1マ和歌山　代表取締役 新規 現存
     番地１ (薬       1)　水野　淳 平25. 2. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32417,1028,0 ジップドラッグ長山薬〒640-0416 0736-65-1345株式会社ココカラファ阿部　容子 平25. 4. 1調剤 薬局
     紀薬1028 局 紀の川市貴志川町長山２４５番１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25. 4. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32517,1029,8 コスモファーマ薬局丸〒640-0401 0736-67-6280株式会社コスモファー松田　浩明 平26. 4. 1調剤 薬局
     紀薬1029 栖店 紀の川市貴志川町丸栖６５２番地常　勤:    1マ和歌山　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　水野　淳 平26. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32617,1030,6 わかば薬局　打田店 〒649-6416 0736-78-2536株式会社わかば　代表池田　満知子 平26.10. 1調剤 薬局
     紀薬1030 紀の川市上野１３－１２ 常　勤:    1取締役　橋本　良輔 組織変更 現存
     (薬       1) 平26.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32717,1031,4 日本調剤紀の川薬局 〒649-6414 0736-78-3760日本調剤株式会社　代津田賀　大輔 平27. 3. 1調剤 薬局
     紀薬1031 紀の川市打田１３４３－１ 常　勤:    2表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       2) 平27. 3. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  32817,1032,2 きぼう薬局粉河店 〒649-6531 0736-73-2662株式会社スマイルシー船窪　整 平28. 1. 1調剤 薬局
     紀薬1032 紀の川市粉河３－２ 常　勤:    2ド　代表取締役　船窪 組織変更 現存
     (薬       2)　整 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32917,1033,0 ヤスイ薬局　打田 〒649-6425 0736-79-6077株式会社ヤスイ薬局　上荷　浩一 平28. 7. 1調剤 薬局
     紀薬1033 紀の川市中井阪２０４－１ 常　勤:    2代表取締役　安井　健 新規 現存
     (薬       2)一 平28. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33018,0001,6 タケベ薬局 〒649-6227 0736-62-4190武部　壽貞 武部　壽貞 昭49.11. 1調剤 薬局
     岩薬1 岩出市清水３８０－６ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33118,0004,0 ツジ薬局 〒649-6212 0736-62-2177辻　篤子 辻　篤子 昭55. 4. 1調剤 薬局
     岩薬4 岩出市新田広芝３３０－１ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33218,0007,3 とまつ薬局 〒649-6233 0736-62-8887富松　ますみ 富松　ますみ 平10.12. 1調剤 薬局
     岩薬7 岩出市備前４２プチツール１Ｆ 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33318,0011,5 岩出メディカルタウン〒649-6246 0736-69-5520黒川　吉代 黒川　吉代 平15.10. 1調剤 薬局
     岩薬11 調剤薬局 岩出市吉田字鴨沼４１１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33418,0012,3 ユニバーサル薬局 〒649-6232 0736-69-1152阿部　泰久 阿部　泰久 平17. 8. 1調剤 薬局
     岩薬12 岩出市荊本４１－５ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33518,0013,1 コスモス薬局 〒649-6248 0736-69-2258太田　力与子 太田　力与子 平24.11.19調剤 薬局
     岩薬13 岩出市中黒５２６番地４ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平24.11.19
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33618,1005,6 山路薬局 〒649-6205 0736-69-1606株式会社　山路薬局　山下　美佐子 平13.11.12調剤 薬局
     岩薬1005 岩出市森２９４ 常　勤:    2代表取締役　山路　勝 組織変更 現存
     (薬       2)也 平25.11.12
     非常勤:    4
     (薬       4)
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  33718,1006,4 銀明堂薬局　ねごろ支〒649-6202 0736-67-2477有限会社　銀明堂薬局松尾　美枝 平14. 4. 1調剤 薬局
     岩薬1006 店 岩出市根来１５ 常　勤:    2　代表取締役　島　修 新規 現存
     (薬       2)三 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33818,1007,2 テラウチ薬局岩出店 〒649-6215 0736-63-0005有限会社　テラウチ　小田垣　惠子 平14. 5. 1調剤 薬局
     岩薬1007 岩出市中迫２７５－９ 常　勤:    1代表取締役　寺内　勇 新規 現存
     (薬       1)二 平26. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33918,1008,0 エバグリーン薬局　岩〒649-6215 0736-69-1800エバグリーン廣甚株式山本　明子 平16. 8. 1調剤 薬局
     岩薬1008 出中迫店 岩出市中迫１１８－３ 常　勤:    2会社　代表取締役　廣 新規 現存
     (薬       2)岡　聖司 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34018,1010,6 テラウチ薬局上岩出店〒649-6216 0736-69-0005有限会社　テラウチ　髙橋　京子 平17.11. 1調剤 薬局
     岩薬1010 岩出市野上野６４番１ 常　勤:    1代表取締役　寺内　勇 新規 現存
     (薬       1)二 平29.11. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34118,1014,8 エール薬局岩出店 〒649-6246 0736-67-7770有限会社やまとファー森井　冨雄 平22. 2. 1調剤 薬局
     岩薬1014 岩出市吉田３０５ 常　勤:    1マシー　取締役　山岡 新規 現存
     (薬       1)　哲弥 平28. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34218,1015,5 ゆうあい薬局 〒649-6231 0736-69-0234株式会社ゆうあいメデ岡本　 令 平24.10. 1調剤 薬局
     岩薬1015 岩出市川尻５４番地の１ 常　勤:    2ィカル　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       2)岡本　 令 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34318,1016,3 ジップドラッグ東洋岩〒649-6216 0736-69-2590株式会社ココカラファ守口　友美子 平25. 4. 1調剤 薬局
     岩薬1016 出薬局 岩出市野上野９８－３ 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25. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  34418,1017,1 あおば薬局 〒649-6256 0736-61-7111有限会社　わかば薬局清瀬　裕之 平26. 8. 1調剤 薬局
     岩薬1017 岩出市金池３９０－１　グリーン常　勤:    1　代表取締役　釈野　 新規 現存
     ヒル金池１０１号 (薬       1)明久 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34518,1018,9 ウエルシア薬局岩出中〒649-6248 0736-69-5032ウエルシア薬局株式会南　順子 平28. 2. 1調剤 薬局
     岩薬1018 黒店 岩出市中黒５４６ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平28. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34620,0013,7 喜多芳雲堂薬局 〒644-0001 0738-23-2623喜多　英隆 喜多　英隆 昭56. 5. 1調剤 薬局
     御薬13 御坊市御坊２４０番地 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34720,0016,0 大堀薬局 〒644-0002 0738-22-0969大堀　眞人 大堀　眞人 平 3. 5. 1調剤 薬局
     御薬16 御坊市薗１５６－４ 常　勤:    4 現存
     (薬       4) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34820,0018,6 ゴボウ薬局 〒644-0002 0738-22-7006森澤　文晴 森澤　文晴 平10. 7. 1調剤 薬局
     御薬18 御坊市薗５９２ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34920,0019,4 古久保薬局 〒644-0011 0738-22-0971古久保　嗣伸 古久保　頼子 平16. 4. 1調剤 薬局
     御薬19 御坊市湯川町財部６６１－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35020,0021,0 しらい薬局 〒644-0011 0738-52-7676白井　修司 白井　修司 平24. 6. 1調剤 薬局
     御薬21 御坊市湯川町財部５２１－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35120,0022,8 なんかい薬局 〒644-0011 0738-52-7771桶谷　博史 桶谷　博史 平24. 9. 1調剤 薬局
     御薬22 御坊市湯川町財部７１７－１ 常　勤:    3 新規 現存
     (薬       3) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35220,1001,1 有限会社　北野薬局 〒644-0002 0738-22-0219有限会社　北野薬局　北野　雅代 昭39. 3. 1調剤 薬局
     御薬1001 御坊市薗２４４ 常　勤:    1代表取締役　北野　兼 現存
     (薬       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  35320,1004,5 小松原薬局 〒644-0012 0738-22-0854有限会社　小松原商事上杉　京子 昭55. 5. 1調剤 薬局
     御薬1004 御坊市湯川町小松原４６３番の１常　勤:    1　代表取締役　上杉　 現存
     (薬       1)幸夫 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35420,1005,2 株式会社　薗徹薬局 〒644-0001 0738-22-0028株式会社　薗徹薬局　薗　恵子 平 4. 8. 1調剤 薬局
     御薬1005 御坊市御坊１２１番地 常　勤:    2代表取締役　薗　益喜 現存
     (薬       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35520,1008,6 メディカルステーショ〒644-0011 0738-24-3232株式会社　薗徹薬局　薗　益喜 平10.10. 1調剤 薬局
     御薬1008 ンそのてつ薬局 御坊市湯川町財部６３６－２ 常　勤:    2代表取締役　薗　益喜 新規 現存
     (薬       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35620,1012,8 オレンジ薬局 〒644-0011 0738-32-3005有限会社　日高会営病玉井　康博 平16. 4. 1調剤 薬局
     御薬1012 御坊市湯川町財部７２１－２ 常　勤:    4院前調剤薬局　代表取 新規 現存
     (薬       4)締役　喜多　英隆 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35720,1016,9 わかば薬局 〒644-0011 0738-32-7246有限会社　わかば薬局濱西　医 平20. 3. 1調剤 薬局
     御薬1016 御坊市湯川町財部７２２－５ 常　勤:    2　代表取締役　釈野　 移動 現存
     (薬       2)明久 平26. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35820,1017,7 株式会社くまの薬局　〒644-0002 0738-22-0351株式会社くまの薬局　橋本　清史 平21. 4. 1調剤 薬局
     御薬1017 御坊店 御坊市薗２６３－３　小林ビル１常　勤:    2代表取締役　山下　真 新規 現存
     Ｆ (薬       2)経 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35920,1018,5 薬局スーパードラッグ〒644-0011 0738-24-2215株式会社東海セイムス阪本　妙子 平22. 4. 1調剤 薬局
     御薬1018 キリン御坊店 御坊市湯川町財部１０５３－１ 常　勤:    1　代表取締役　川上　 交代 現存
     (薬       1)展央 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36020,1019,3 阪神調剤薬局和歌山御〒644-0002 0738-24-4055株式会社阪神調剤薬局沖田　光政 平24.12. 1調剤 薬局
     御薬1019 坊店 御坊市薗９６－９ 常　勤:    1　代表取締役　岩崎　 新規 現存
     (薬       1)壽毅 平24.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  36120,1020,1 幸生堂薬局 〒649-1342 0738-32-8080株式会社　ヘルシーワ上田　真澄 平26. 2. 1調剤 薬局
     御薬1020 御坊市藤田町吉田６２７ 常　勤:    1ーク　代表取締役　福 新規 現存
     (薬       1)本　康幸 平26. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36220,1021,9 三ツ星薬局　御坊店 〒644-0002 0738-52-5335株式会社　三ツ星薬局中田　隼嗣 平27. 3. 1調剤 薬局
     御薬1021 御坊市薗５１２番６ 常　勤:    1　代表取締役　坂本　 新規 現存
     (薬       1)昌一 平27. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36320,1022,7 ひなた薬局 〒644-0011 0738-52-7102ソレイユ株式会社　代西前　誠 平28. 6. 1調剤 薬局
     御薬1022 御坊市湯川町財部２２１－１１ 常　勤:    1表取締役　中島　敏喜 新規 現存
     (薬       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36421,0012,7 古川薬局 〒649-1534 0738-42-0002古川　義晃 古川　義晃 昭53.11. 1調剤 薬局
     日薬12 日高郡印南町印南３１４８ー３ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36521,0014,3 北出薬局 〒649-1234 0738-64-2013木下　光都子 木下　光都子 昭57. 9. 1調剤 薬局
     日薬14 日高郡日高町比井６５０ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36621,0015,0 みさお薬局 〒644-0044 0738-23-4150鈴木　操 鈴木　操 昭58.11. 1調剤 薬局
     日薬15 日高郡美浜町和田１１３８－１８常　勤:    2 現存
     ５ (薬       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36721,0017,6 ゴボウ薬局美浜店 〒644-0041 0738-23-5112森澤　文晴 森沢　美智子 昭61. 7. 1調剤 薬局
     日薬17 日高郡美浜町田井５４４番地の１常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36821,0023,4 池田薬局 〒645-0005 0739-72-3113池田　耕三 池田　耕三 平16.12.13調剤 薬局
     日薬23 日高郡みなべ町南道５０ 常　勤:    2 交代 現存
     (薬       2) 平28.12.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36921,0026,7 ナニワ薬局 〒645-0006 0739-72-2031濱上　正隆 濱上　正隆 平28. 2.15調剤 薬局
     日薬26 日高郡みなべ町北道１９１ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平28. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37021,1007,6 日高会営調剤薬局 〒644-0044 0738-32-2277日高調剤薬局協同組合出口　秀行 平 9. 6. 1調剤 薬局
     日薬1007 日高郡美浜町和田１１３８－１２常　勤:    3　代表理事　大堀　眞 新規 現存
     ０ (薬       3)人 平30. 6. 1
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  37121,1010,0 みなべ川薬局 〒645-0024 0739-33-7877株式会社ファーマ　代杉若　隆義 平23. 1. 1調剤 薬局
     日薬1010 日高郡みなべ町徳蔵１５５－４ 常　勤:    1表取締役　杉若　榮子 組織変更 現存
     (薬       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37221,1011,8 はあと薬局 〒645-0021 0739-74-8080株式会社ファーマ　代真造　正人 平23. 1. 1調剤 薬局
     日薬1011 日高郡みなべ町東本庄５７９－２常　勤:    1表取締役　杉若　榮子 組織変更 現存
     (薬       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37321,1012,6 みかん薬局 〒649-1211 0738-52-7751株式会社シトラスファ本田　洋一 平23.10. 1調剤 薬局
     日薬1012 日高郡日高町荊木５６２－１ 常　勤:    2ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　三上　洋平 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37421,1013,4 まちかど薬局　みなべ〒645-0004 0739-34-2635株式会社和歌山メディ吉尾　侑 平23.11. 1調剤 薬局
     日薬1013 店 日高郡みなべ町埴田１５７４番地常　勤:    1カルファーマシー　代 新規 現存
     ８ (薬       1)表取締役　吉尾　侑 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37521,1014,2 三ツ星薬局 〒644-0043 0738-24-3355株式会社三ツ星薬局　上垣内　視代 平24. 4. 1調剤 薬局
     日薬1014 日高郡美浜町吉原２６１ 常　勤:    1代表取締役　坂本　昌 新規 現存
     (薬       1)一 平30. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37621,1015,9 ティ・エム薬局 〒649-1324 0738-22-9802株式会社タイコー堂薬桐谷　栄 平26.12. 1調剤 薬局
     日薬1015 日高郡日高川町土生１６０－４の常　勤:    1局本店　代表取締役　 新規 現存
     内 (薬       1)大島　浩一郎 平26.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37721,1016,7 幸生堂薬局 〒645-0002 0739-84-3737株式会社ヘルシーワー出嶋　慎治 平28.10. 1調剤 薬局
     日薬1016 日高郡みなべ町芝５０３ 常　勤:    1ク　代表取締役　福本 新規 現存
     (薬       1)　康幸 平28.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37821,1017,5 タイコー堂薬局　印南〒649-1527 0738-43-8011株式会社タイコー堂薬大中　涼司 平29. 3. 1調剤 薬局
     日薬1017 店 日高郡印南町島田１１６４－１ 常　勤:    2局本店　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)大島　浩一郎 平29. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  37922,0029,9 みなと薬局 〒646-0031 0739-25-2861竹内　恵子 竹内　恵子 昭63. 1. 1調剤 薬局
     田薬29 田辺市湊３４－２５ 常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38022,0031,5 ナリタ薬局 〒646-0038 0739-22-5432成田　雅洋 成田　雅洋 平 6.10. 1調剤 薬局
     田薬31 田辺市末広町１７番２４号 常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38122,0039,8 くちい薬局 〒646-0021 0739-25-3656口井　倫子 口井　倫子 平16.12.29調剤 薬局
     田薬39 田辺市あけぼの４５－５ 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平28.12.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38222,0044,8 センザキ薬局 〒646-0028 0739-22-1003線﨑　郁雄 線﨑　郁雄 平21. 1. 5調剤 薬局
     田薬44 田辺市高雄一丁目１４番３４号 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平27. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38322,0045,5 松屋薬局 〒646-0025 0739-22-6343榎本　幾子 榎本　幾子 平22. 5. 1調剤 薬局
     田薬45 田辺市神子浜２丁目２１－２１ 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38422,0047,1 とらや薬局 〒646-0061 0739-22-4400稲田　卓史 稲田　卓史 平25. 7. 1調剤 薬局
     田薬47 田辺市上の山二丁目３０番１７号常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38522,0048,9 とらや薬局　目良店 〒646-0058 0739-81-0044稲田　卓史 稲田　真季 平25. 7. 1調剤 薬局
     田薬48 田辺市目良３１－９ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38622,1002,5 有限会社　紀南薬局 〒646-0031 0739-22-0601有限会社　紀南薬局　 村　義彦 昭35.10. 1調剤 薬局
     田薬1002 田辺市湊１５番５号 常　勤:    1代表取締役　 村　義 現存
     (薬       1)彦 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38722,1011,6 有限会社　ウエムラ薬〒646-0029 0739-22-1375有限会社　ウエムラ薬上村　健二 平 2.12. 1調剤 薬局
     田薬1011 局 田辺市東陽３４番３号 常　勤:    1局　代表取締役　上村 現存
     (薬       1)　健二 平29.12. 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    50 頁

  38822,1015,7 田辺会営調剤薬局 〒646-0015 0739-23-5552有限会社　田辺会営調前嶋　香澄 平13.11. 1調剤 薬局
     田薬1015 田辺市たきない町２１番２２号 常　勤:    1剤薬局　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)楠本　貴久 平25.11. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38922,1017,3 ダック調剤薬局 〒646-0028 0739-23-5560有限会社　ダック　代福本　昌三 平15. 3.20調剤 薬局
     田薬1017 田辺市高雄一丁目２２番１６号 常　勤:    1表取締役　桒原　敏 新規 現存
     (薬       1) 平27. 3.20
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39022,1020,7 オードラッグオーシテ〒646-0022 0739-24-0410株式会社　オークワ　十河　隆重 平16. 6. 1調剤 薬局
     田薬1020 ィ薬局 田辺市東山１－５－１ 常　勤:    1代表取締役　神吉　康 新規 現存
     (薬       1)成 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39122,1022,3 紀南病院前会営調剤薬〒646-0011 0739-81-2722有限会社　田辺会営調ジョンソン　寿美子 平17. 5. 1調剤 薬局
     田薬1022 局 田辺市新庄町２２５－１６０ 常　勤:    1剤薬局　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)楠本　貴久 平29. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39222,1024,9 切目屋調剤薬局 〒646-0014 0739-22-3006株式会社　切目屋薬局脇村　明 平17. 5. 1調剤 薬局
     田薬1024 田辺市新万２３番１４－１号 常　勤:    2　代表取締役　脇村　 新規 現存
     (薬       2)明 平29. 5. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39322,1029,8 ダック調剤薬局あいづ〒646-0004 0739-34-4390有限会社　ダック　代福田　圭佑 平19. 2. 1調剤 薬局
     田薬1029 店 田辺市下万呂６７－８ 常　勤:    1表取締役　桒原　敏 新規 現存
     (薬       1) 平25. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39422,1030,6 切目屋調剤薬局下三栖〒646-0216 0739-22-3970株式会社　切目屋薬局小森　美佐 平19. 2. 1調剤 薬局
     田薬1030 岩屋支店 田辺市下三栖岩屋１４８３－２３常　勤:    1　代表取締役　脇村　 新規 現存
     (薬       1)明 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  39522,1031,4 切目屋調剤薬局中屋敷〒646-0035 0739-34-5557株式会社　切目屋薬局中戸　真巳子 平20. 2.25調剤 薬局
     田薬1031 支店 田辺市中屋敷町６８番－４ 常　勤:    1　代表取締役　脇村　 新規 現存
     (薬       1)明 平26. 2.25
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39622,1032,2 有限会社出嶋薬局たき〒646-0015 0739-26-0601有限会社　出嶋薬局　森中　善徳 平20. 3. 1調剤 薬局
     田薬1032 ない店 田辺市たきない町２０番８ 常　勤:    3代表取締役　出嶋　寿 新規 現存
     (薬       3)郎 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39722,1034,8 株式会社くまの薬局 〒647-1731 0735-42-0500株式会社くまの薬局　山下　真経 平20. 9. 1調剤 薬局
     田薬1034 田辺市本宮町本宮２５６－１ 常　勤:    2代表取締役　山下　真 新規 現存
     (薬       2)経 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39822,1037,1 薬局スーパードラッグ〒646-0004 0739-81-3366株式会社東海セイムス森　寿江 平22. 4. 1調剤 薬局
     田薬1037 キリン万呂店 田辺市下万呂４１８ 常　勤:    2　代表取締役　川上　 交代 現存
     (薬       2)展央 平28. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39922,1040,5 かるがも薬局　田辺店〒646-0027 0739-26-0765株式会社メディカルか芳野　達也 平23.10. 1調剤 薬局
     田薬1040 田辺市朝日ヶ丘１３－１朝日ヶ丘常　勤:    1るがも　代表取締役　 組織変更 現存
     センタービル１０３号 (薬       1)森　正彦 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40022,1041,3 プライム薬局　田辺店〒646-0014 0739-26-6663株式会社メディカル・長井　一恵 平23.11. 1調剤 薬局
     田薬1041 田辺市新万２３番１４－２ 常　勤:    1エイド和歌山　代表取 組織変更 現存
     (薬       1)締役　井澤　伸治 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40122,1042,1 プライム薬局　三栖店〒646-0216 0739-33-0781株式会社メディカル・井澤　伸治 平23.11. 1調剤 薬局
     田薬1042 田辺市下三栖１２５７番７ 常　勤:    1エイド和歌山　代表取 組織変更 現存
     (薬       1)締役　井澤　伸治 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  40222,1043,9 ヒロセ調剤薬局 〒646-0028 0739-81-0311有限会社広瀬　代表取水谷　由美 平24. 4. 1調剤 薬局
     田薬1043 田辺市高雄三丁目１２－８ 常　勤:    1締役　廣瀬　正敏 移動 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40322,1044,7 調剤薬局花みかん　て〒646-0015 0739-23-3810有限会社調剤薬局花み畑中　翔 平24. 7. 1調剤 薬局
     田薬1044 んてん店 田辺市たきない町２８－３３ 常　勤:    1かん　代表取締役　松 新規 現存
     (薬       1)村　公平 平24. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40422,1045,4 サンライトなかよし薬〒646-0015 0739-26-7333株式会社アクセスライ宮崎　悦子 平24. 7. 1調剤 薬局
     田薬1045 局たきない店 田辺市たきない町３２番５号 常　勤:    1フ　代表取締役　住川 新規 現存
     (薬       1)　奈美 平24. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40522,1048,8 和み調剤薬局 〒646-0038 0739-33-7753株式会社　ＴМＣ　代中城　俊朗 平25.12. 1調剤 薬局
     田薬1048 田辺市末広町１７番１４号 常　勤:    1表取締役　中城　俊朗 新規 現存
     (薬       1) 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40622,1049,6 株式会社くまの薬局　〒646-0062 0739-33-7264株式会社くまの薬局　榎本　優子 平26. 3. 1調剤 薬局
     田薬1049 明洋店 田辺市明洋一丁目１９番１８号 常　勤:    2代表取締役　山下　真 新規 現存
     (薬       2)経 平26. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40722,1050,4 切目屋調剤薬局　神島〒646-0012 0739-26-6900株式会社　切目屋薬局福田　雄次郎 平26.11. 1調剤 薬局
     田薬1050 台支店 田辺市神島台３番８号 常　勤:    1　代表取締役　脇村　 新規 現存
     (薬       1)明 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40822,1051,2 有限会社調剤薬局花み〒646-0029 0739-23-3565有限会社調剤薬局花み松村　昌子 平27. 4. 3調剤 薬局
     田薬1051 かん　はるる店 田辺市東陽２６－３ 常　勤:    1かん　代表取締役　松 移動 現存
     (薬       1)村　公平 平27. 4. 3
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  40922,1052,0 切目屋調剤薬局　上屋〒646-0036 0739-34-3133株式会社　切目屋薬局狹口　昌宗 平27. 9. 1調剤 薬局
     田薬1052 敷支店 田辺市上屋敷一丁目９番１号 常　勤:    1　代表取締役　脇村　 新規 現存
     (薬       1)明 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41022,1053,8 八仙堂薬局 〒646-0015 0739-25-8000株式会社ファーマ　代石田　賢 平28. 3. 1調剤 薬局
     田薬1053 田辺市たきない町１－１２ 常　勤:    1表取締役　杉若　榮子 交代 現存
     (薬       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41122,1054,6 ポプラ調剤薬局神島店〒646-0023 0739-23-0525株式会社グリーンフォ前田　隆司 平28. 4. 1調剤 薬局
     田薬1054 田辺市文里１－２０－２４ 常　勤:    1レスト　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)前田　隆司 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41222,1055,3 楠本薬局 〒646-0005 0739-25-5756株式会社ＴＭＳ　代表楠本　祥平 平28. 9. 1調剤 薬局
     田薬1055 田辺市秋津町１０２－８ 常　勤:    3取締役　楠本　貴久 組織変更 現存
     (薬       3) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41322,1056,1 さくらの薬局　鮎川支〒646-1101 0739-34-2871株式会社　さくらの薬玉井　久生 平29. 8. 1調剤 薬局
     田薬1056 店 田辺市鮎川５６５－１ 常　勤:    1局　代表取締役　廣井 新規 現存
     (薬       1)　淳二 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41422,1057,9 さくらの薬局　上の山〒646-0061 0739-33-7111株式会社さくらの薬局橋本　早人 平30. 2. 1調剤 薬局
     田薬1057 支店 田辺市上の山１丁目１４番３３号常　勤:    1　代表取締役　廣井　 新規 現存
     (薬       1)淳二 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41523,0022,2 じねん堂松村薬局 〒647-0071 0735-31-7677松村　浩史 松村　浩史 平 3. 1. 1調剤 薬局
     新薬22 新宮市佐野９７５－５ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41623,0023,0 加藤薬局 〒647-0024 0735-22-2045加藤　久彰 加藤　久彰 平 3. 9. 1調剤 薬局
     新薬23 新宮市熊野地１－１１－９ 常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41723,0025,5 緑ケ丘薬局 〒647-0043 0735-23-0114木下　かや 木下　かや 平 6.10. 1調剤 薬局
     新薬25 新宮市緑ケ丘１－８－４３ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平24.10. 1
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  41823,0032,1 モーリ薬局 〒647-0015 0735-22-2823山本　哲子 山本　哲子 平16. 3. 1調剤 薬局
     新薬32 新宮市千穂１－１－５６ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41923,0034,7 はまゆう調剤薬局 〒647-0024 0735-28-5171岸野　浩行 岸野　浩行 平18.11. 1調剤 薬局
     新薬34 新宮市熊野地２－１８－２７ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42023,0037,0 あおい薬局 〒647-0043 0735-29-7208玉井　利明 玉井　利明 平27. 9. 1調剤 薬局
     新薬37 新宮市緑ケ丘三丁目１番３号 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42123,1010,6 有限会社　切目屋薬局〒647-0004 0735-22-6451有限会社　切目屋薬局脇村　弥生 昭46. 6. 1調剤 薬局
     新薬1010 新宮市大橋通リ３丁目１の５ 常　勤:    1　代表取締役　脇村　 現存
     (薬       1)紀年 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42223,1013,0 有限会社新宮薬剤師会〒647-0072 0735-31-3510有限会社新宮薬剤師会生駒　知代 平15. 1. 1調剤 薬局
     新薬1013 会営薬局 新宮市蜂伏１４番１９号 常　勤:    2会営薬局　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　塩﨑　美千代 平27. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42323,1016,3 ひかり調剤薬局いのさ〒647-0045 0735-28-3301有限会社　ひかり調剤佐藤　渉 平16. 1. 1調剤 薬局
     新薬1016 わ店 新宮市井の沢１１番１３号 常　勤:    4薬局　代表取締役　櫻 組織変更 現存
     (薬       4)田　総一郎 平28. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42423,1017,1 オードラッグスーパー〒647-0071 0735-31-3500株式会社　オークワ　浅川　繁 平17. 3. 1調剤 薬局
     新薬1017 センター　南紀薬局 新宮市佐野３丁目１１－１９ 常　勤:    2代表取締役　神吉　康 新規 現存
     (薬       2)成 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42523,1020,5 こじか薬局 〒647-0042 0735-22-3830株式会社プラスワン　吉田　拓生 平22. 5. 1調剤 薬局
     新薬1020 新宮市下田２丁目３番５０号 常　勤:    2代表取締役　吉田　穂 新規 現存
     (薬       2)積 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42623,1022,1 すみれ調剤薬局 〒647-0081 0735-29-7802株式会社　メディクシ谷野　哲 平25. 7. 1調剤 薬局
     新薬1022 新宮市新宮５４７－１ 常　勤:    1ード　代表取締役　谷 新規 現存
     (薬       1)野　哲 平25. 7. 1
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  42723,1024,7 オレンジ薬局　新宮店〒647-0018 0735-22-2712株式会社プチファーマ安原　伸明 平26. 7. 1調剤 薬局
     新薬1024 新宮市仲之町二丁目３番２号 常　勤:    1シスト　代表取締役　 移動 現存
     (薬       1)柳生　美江 平26. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42823,1026,2 オリーブ薬局 〒647-0052 0735-29-7752株式会社Ｈｕｍａｎ　古市　英之 平27. 8. 1調剤 薬局
     新薬1026 新宮市橋本１－７－２ 常　勤:    1代表取締役　上田　哲 交代 現存
     (薬       1)也 平27. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42923,1027,0 メディカルネオ 〒647-0016 0735-23-3508株式会社ベアフィール松村　貴代（権貴代）平27.11. 1調剤 薬局
     新薬1027 新宮市谷王子町２－７ 常　勤:    1ド　代表取締役　田原 組織変更 現存
     (薬       1)　高康 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43023,1028,8 聖薬局新宮店 〒647-0072 0735-31-7040株式会社グラム　代表天野　大介 平28.11. 1調剤 薬局
     新薬1028 新宮市蜂伏２０－２４ 常　勤:    1取締役　中川　一光 その他 現存
     (薬       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43123,1029,6 吉田薬局 〒647-0061 0735-31-2290株式会社　プラスワン吉田　穂積 平29.10. 1調剤 薬局
     新薬1029 新宮市三輪崎２－２－２３ 常　勤:    2　代表取締役　吉田　 移動 現存
     (薬       2)穂積 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43224,0029,5 さんばし薬局 〒649-2211 0739-42-2875小山　知子 小山　涼子 平12.11.10調剤 薬局
     西薬29 西牟婁郡白浜町１０６３ー１５ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平24.11.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43324,0031,1 清水薬局 〒649-2211 0739-43-3833清水　美邦 清水　美邦 平18. 8. 1調剤 薬局
     西薬31 西牟婁郡白浜町９１１－１３ 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43424,0032,9 上西薬局 〒649-2211 0739-43-5647上西　浩子 上西　浩子 平19. 5. 7調剤 薬局
     西薬32 西牟婁郡白浜町２１８４番地 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平25. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43524,0033,7 サカエ薬局 〒649-2332 0739-45-0067射場　光子 射場　光子 平22. 5. 1調剤 薬局
     西薬33 西牟婁郡白浜町栄７３２－４ 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  43624,0035,2 下地薬局 〒649-2326 0739-46-0635吉田　奈緒子 吉田　奈緒子 平25. 9. 1調剤 薬局
     西薬35 西牟婁郡白浜町椿１０５ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43724,1005,4 有限会社　出嶋薬局 〒649-2621 0739-55-2035有限会社　出嶋薬局　出嶋　悦子 昭59. 5. 1調剤 薬局
     西薬1005 西牟婁郡すさみ町周参見４０２４常　勤:    1代表取締役　出嶋　寿 現存
     番地 (薬       1)郎 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43824,1006,2 有限会社　出嶋薬局　〒649-2105 0739-47-1120有限会社　出嶋薬局　出嶋　寿郎 昭59.12. 1調剤 薬局
     西薬1006 朝来店 西牟婁郡上富田町朝来９９５－６常　勤:    2代表取締役　出嶋　寿 現存
     (薬       2)郎 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43924,1010,4 有限会社出嶋薬局駅前〒649-2105 0739-47-1615有限会社出嶋薬局　代横矢　由里 平 9. 6. 1調剤 薬局
     西薬1010 店 西牟婁郡上富田町朝来１３３８－常　勤:    2表取締役　出嶋　寿郎 新規 現存
     １ (薬       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44024,1011,2 有限会社出嶋調剤薬局〒649-2105 0739-47-4109有限会社　出嶋薬局　栗山　成子 平12. 3. 1調剤 薬局
     西薬1011 西牟婁郡上富田町朝来７９５ー５常　勤:    1代表取締役　出嶋　寿 新規 現存
     (薬       1)郎 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44124,1012,0 アトム調剤薬局 〒649-2201 0739-45-8475有限会社　アトム　代尾原　崇 平14. 4. 1調剤 薬局
     西薬1012 西牟婁郡白浜町堅田７６５－１ 常　勤:    1表取締役　射場　光子 新規 現存
     (薬       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44224,1014,6 ケイ・ユー薬局 〒649-2102 0739-47-3625有限会社　ケイ・ユー硲　好巳 平16. 5. 1調剤 薬局
     西薬1014 西牟婁郡上富田町岩田２４３２－常　勤:    1薬局　代表取締役　硲 移動 現存
     ４ (薬       1)　俊示 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44324,1015,3 オードラッグスーパー〒649-2105 0739-47-6800株式会社　オークワ　西村　友宏 平17. 1. 1調剤 薬局
     西薬1015 センター上富田薬局 西牟婁郡上富田町朝来１５４－１常　勤:    1代表取締役　神吉　康 新規 現存
     (薬       1)成 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44424,1017,9 調剤薬局花みかんすく〒649-2103 0739-47-6861有限会社調剤薬局花み島内　一成 平22.11. 1調剤 薬局
     西薬1017 ま店 西牟婁郡上富田町生馬４０５－２常　勤:    1かん　代表取締役　松 新規 現存
     (薬       1)村　公平 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  44524,1018,7 サンライトげんき薬局〒649-2105 0739-33-7513株式会社アクセスライ井澗　秀夫 平23. 2. 1調剤 薬局
     西薬1018 上富田店 西牟婁郡上富田町朝来１４０６－常　勤:    1フ　代表取締役　住川 新規 現存
     １ (薬       1)　奈美 平29. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44624,1020,3 プライム薬局　上富田〒649-2102 0739-83-2777株式会社メディカル・菅谷　和美 平23.11. 1調剤 薬局
     西薬1020 店 西牟婁郡上富田町岩田１７７４－常　勤:    1エイド和歌山　代表取 組織変更 現存
     １ (薬       1)締役　井澤　伸治 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44724,1021,1 調剤薬局花みかん　た〒649-2211 0739-34-2220有限会社調剤薬局花み野田　貴夫 平24. 3. 1調剤 薬局
     西薬1021 らちね店 西牟婁郡白浜町３１１０番地の４常　勤:    1かん　代表取締役　松 新規 現存
     (薬       1)村　公平 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44824,1022,9 ポプラ調剤薬局 〒649-2102 0739-83-3939株式会社　グリーンフ越部　悠平 平25.10.10調剤 薬局
     西薬1022 西牟婁郡上富田町岩田１９０３番常　勤:    1ォレスト　代表取締役 新規 現存
     ７ (薬       1)　前田　隆司 平25.10.10
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44924,1023,7 アイン薬局南紀白浜店〒649-2211 0739-82-1210株式会社アインファー村島　吉彦 平27.11. 1調剤 薬局
     西薬1023 西牟婁郡白浜町字ハダ峠１４６２常　勤:    5マシーズ　代表取締役 交代 現存
     番３ (薬       5)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45024,1024,5 アイム薬局 〒649-2201 0739-34-3051株式会社アイムメディ廣瀨　雄司 平28.12. 1調剤 薬局
     西薬1024 西牟婁郡白浜町堅田２７９２－５常　勤:    1カル　代表取締役　坂 新規 現存
     (薬       1)本　昌一 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45124,1025,2 さくらの薬局 〒649-2107 0739-48-8838株式会社さくらの薬局廣井　淳二 平29. 2. 1調剤 薬局
     西薬1025 西牟婁郡上富田町市ノ瀬字根皆田常　勤:    3　代表取締役　廣井　 組織変更 現存
     ２５０４－５７ (薬       3)淳二 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45224,1026,0 幸生堂薬局 〒649-2511 0739-52-2200株式会社ヘルシーワー梶田　幾生 平29. 8. 1調剤 薬局
     西薬1026 西牟婁郡白浜町日置９８１ 常　勤:    1ク　代表取締役　福本 新規 現存
     (薬       1)　康幸 平29. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
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  45325,0009,4 植野薬局 〒649-5331 0735-52-4880植野　好枝 植野　好枝 昭35.10. 1調剤 薬局
     東薬9 東牟婁郡那智勝浦町天満２７５ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45425,0036,7 ひがし薬局 〒649-4116 0735-72-0126畑　美恵 畑　美恵 平16. 6.21調剤 薬局
     東薬36 東牟婁郡串本町中湊４９５ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 6.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45525,0037,5 中根薬局 〒649-3503 0735-62-4861中根　千穂 中根　千穂 昭53. 7. 1 薬局
     東薬37 東牟婁郡串本町串本２０９８ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45625,0038,3 みさき薬局 〒649-4114 0735-72-6010神保　吉治 神保　吉治 平17. 5. 1調剤 薬局
     東薬38 東牟婁郡串本町上野山２０９ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45725,0039,1 はまぐち薬局 〒649-5312 0735-54-0135濱口　規佐子 濱口　規佐子 平18. 3. 1調剤 薬局
     東薬39 東牟婁郡那智勝浦町宇久井２９９常　勤:    1 新規 現存
     －２ (薬       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45825,1001,0 天使の空薬局　朝日店〒649-5332 0735-52-9555有限会社　スカイ　代小谷　良美 平12. 2. 1調剤 薬局
     東薬1001 東牟婁郡那智勝浦町朝日２ー２４常　勤:    1表取締役　小谷　良美 新規 現存
     ４ (薬       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45925,1003,6 貴船薬局　天満店 〒649-5331 0735-52-1282有限会社　連華　代表大江　京子 平15. 2. 1調剤 薬局
     東薬1003 東牟婁郡那智勝浦町天満１５９５常　勤:    1取締役　桒原　喜啓 新規 現存
     －２０ (薬       1) 平27. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46025,1004,4 加治薬局天満店 〒649-5331 0735-52-5400株式会社　加治安　代佐藤　全子 平15.10. 1調剤 薬局
     東薬1004 東牟婁郡那智勝浦町天満字須崎７常　勤:    1表取締役　大畠　健二 新規 現存
     ０３－３ (薬       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46125,1006,9 有限会社　ササヤ薬局〒649-3503 0735-62-0338有限会社　ササヤ薬局笹屋　益規 昭61.11. 1調剤 薬局
     東薬1006 東牟婁郡串本町串本１５４７の２常　勤:    1　代表取締役　笹屋　 現存
     (薬       1)益規 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46225,1008,5 なごみ薬局 〒649-5332 0735-52-3360有限会社ブリス　代表尾鷲　俊和 平20. 8. 1調剤 薬局
     東薬1008 東牟婁郡那智勝浦町朝日１丁目６常　勤:    2取締役　尾鷲　俊和 新規 現存
     １番地 (薬       2) 平26. 8. 1
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  46325,1010,1 天使の空薬局　下里店〒649-5142 0735-58-0665有限会社スカイ　代表塩﨑　美千代 平21. 2. 1調剤 薬局
     東薬1010 東牟婁郡那智勝浦町下里８０１－常　勤:    1取締役　小谷　良美 新規 現存
     ６ (薬       1) 平27. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46425,1011,9 太地薬局 〒649-5171 0735-59-3502株式会社ウィーズ　代大前　亜紀 平21.11. 1調剤 薬局
     東薬1011 東牟婁郡太地町太地３０５３－１常　勤:    1表取締役　水村　卓司 新規 現存
     ０ (薬       1) 平27.11. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46525,1012,7 サンライトげんき薬局〒649-3503 0735-62-7077株式会社アクセスライ四方　徹 平22.12. 1調剤 薬局
     東薬1012 串本店 東牟婁郡串本町串本１７９１－１常　勤:    2フ　代表取締役　住川 新規 現存
     (薬       2)　奈美 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46625,1013,5 さんご薬局 〒649-3510 0735-69-1122株式会社ヒューマンプ稲生　智香 平28. 5. 1調剤 薬局
     東薬1013 東牟婁郡串本町サンゴ台６９１－常　勤:    4ランニング　代表取締 新規 現存
     ７ (薬       4)役　富山　晃至 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46725,1014,3 みらい薬局 〒649-5332 0735-52-6001株式会社　ベア　フィ松村　永寿 平30. 4. 1調剤 薬局
     東薬1014 東牟婁郡那智勝浦町朝日１丁目８常　勤:    2ールド　代表取締役　 新規 現存
     １番地 (薬       2)田原　高康 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


