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    101･4003･5 泉薬局 〒900-0021 098(855)7656大城　桂子 大城　桂子 昭47. 5.15 薬局
     那覇市泉崎２－１７－３ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201･4208･0 なかおじ薬局 〒900-0021 098(861)6402仲尾次　貞夫 仲尾次　貞夫 昭56. 1. 1 薬局
     那覇市泉崎１－３－２１ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301･4293･2 有限会社　同源　同源〒902-0066 098(887)6128有限会社　同源　代表諸見川　裕子 平 3. 6. 1 薬局
     薬局 那覇市大道３８－３ 常　勤:    1取締役　長嶺　將邦 現存
     (薬       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401･4305･4 わかさ調剤薬局 〒900-0032 098(863)9499株式会社　プロファー安次嶺　メリ子 平 5. 4. 1 薬局
     那覇市松山２－２３－２４ 常　勤:    1マシー　代表取締役　 現存
     (薬       1)服部　大 平29. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501･4318･7 はづき薬局 〒902-0076 098(834)6863普天間　公子 普天間　公子 平 6. 1. 1 薬局
     那覇市与儀３６８－１８ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601･4329･4 泉崎薬局 〒900-0021 098-862-0930吉田　和子 吉田　和子 平 7. 4. 1 薬局
     那覇市泉崎１－１７－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701･4331･0 スマイル薬局 〒901-0156 098-858-3341武富　弘益 武富　弘益 平 7. 5. 1 薬局
     那覇市田原１－９－２ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801･4335･1 レオナ薬局 〒902-0069 098-886-4302有限会社　成和興産　當銘　成光 平 7. 9. 1 薬局
     那覇市松島２－１－２０ 常　勤:    1代表取締役　成川　秀 新規 現存
     (薬       1)隆 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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    901･4337･7 松島薬局 〒902-0068 098-885-9241有限会社ヘルス　代表松本　高信 平 7.10. 1 薬局
     那覇市真嘉比２－１－１ 常　勤:    1取締役　高良　操 新規 現存
     (薬       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001･4347･6 いずみはら薬局 〒901-0152 098-858-8858合資会社　伸成　代表上原　正子 平 8. 4. 1 薬局
     那覇市小禄五丁目１４番地４ 常　勤:    2者　諸喜田　博之 新規 現存
     (薬       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101･4349･2 昭和薬局長田店 〒902-0077 098-834-8217萩原　涼子 萩原　涼子 平 8. 6. 1 薬局
     那覇市長田２－１２－１城間荘１常　勤:    1 新規 現存
     ０１ (薬       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201･4352･6 サンエス薬局 〒902-0067 098-861-3888仲程　通一 仲程　通一 平 8. 7. 1 薬局
     那覇市安里３－６－２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301･4354･2 薬志堂薬局小禄店 〒901-0152 098-859-1245有限会社　薬志堂　代荷川取　美奈子 平 8. 7. 1 薬局
     那覇市小禄５５６－１ 常　勤:    2表取締役　塚本　徳子 組織変更 現存
     (薬       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401･4356･7 サンチェリー薬局 〒902-0063 098-836-0881仲村　喜久子 仲村　喜久子 平 8. 8. 1 薬局
     那覇市三原２－１５－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501･4361･7 あさがお薬局 〒901-0155 098-859-3775有限会社わかなつ　代中西　久美子 平 8. 7.19 薬局
     那覇市金城５－１４－１　Ａ－１常　勤:    2表取締役　中西　久美 組織変更 現存
     (薬       2)子 平29. 7.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601･4367･4 てぃーだ薬局 〒901-0145 098-858-0681株式会社　メディケイ林　弘子 平 9. 6. 1 薬局
     那覇市高良３－１０－６ 常　勤:    2ト　代表取締役　粟國 新規 現存
     (薬       2)　幸成 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701･4368･2 かりん薬局 〒902-0061 098-884-3689株式会社　メディケイ德山　辰彦 平 9. 6. 1 薬局
     那覇市古島１－２２－１２ 常　勤:    1ト　代表取締役　粟國 新規 現存
     (薬       1)　幸成 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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   1801･4371･6 病院前薬局 〒902-0069 098-835-5510株式会社筑後　代表取新垣　慎太郎 平 9. 9. 1 薬局
     那覇市松島２－１－１１ 常　勤:    2締役　大神　淳郎 新規 現存
     (薬       2) 平24. 9. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901･4384･9 つぼがわ薬局 〒900-0025 098-855-0555有限会社　はじめ　代花城　哲夫 平10. 6. 1 薬局
     那覇市壺川２丁目１３番４１号 常　勤:    2表取締役　氏家　篤 新規 現存
     (薬       2) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001･4396･3 駅前薬局 〒903-0805 098-887-7038有限会社　白寿　代表山城　一真 平11. 5. 1 薬局
     那覇市首里鳥堀町４－６ 常　勤:    2取締役　島袋　勇 新規 現存
     (薬       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101･4400･3 あすなろ薬局 〒900-0024 098-835-1079株式会社　那覇調剤セ上原　美沙子 平11. 7. 1 薬局
     那覇市古波蔵３－８－２３ 常　勤:    1ンター　宮城　初枝 移動 現存
     (薬       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201･4401･1 薬志堂薬局　三原店 〒902-0063 098-831-8558有限会社　薬志堂　代髙木　愛 平11. 8. 1 薬局
     那覇市三原１－３１－２１ 常　勤:    1表取締役　塚本　徳子 新規 現存
     (薬       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301･4407･8 沖映通り薬局 〒900-0013 098-861-7912有限会社　千　代表取玉村　友利香 平11.11. 1 薬局
     那覇市牧志２ー１７－１ 常　勤:    2締役　比嘉　洋子 移動 現存
     (薬       2) 平29.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401･4411･0 あけぼの薬局 〒900-0002 098-941-2828有限会社　一朗薬局　金城　昭子 平12.10. 1 薬局
     那覇市曙３丁目２０番１５号 常　勤:    1代表取締役　神山　一 新規 現存
     (薬       1)朗 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501･4418･5 すてっぷ薬局 〒902-0064 098-840-0070有限会社　ワイエムメ屋良　朝邦 平13. 2. 1 薬局
     那覇市寄宮２－５－１ 常　勤:    1ディカル　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　屋良　朝邦 平25. 2. 1
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   2601･4419･3 新洋薬局 〒902-0066 098-887-0194有限会社　トモヨシ　高良　知子 平13. 3. 1 薬局
     那覇市大道５５ 常　勤:    2代表取締役　高良　知 新規 現存
     (薬       2)子 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701･4422･7 ばなな薬局 〒901-0152 098-840-1241有限会社　ばなな薬局島袋　雅子 平13. 6. 1 薬局
     那覇市小禄５６０ 常　勤:    3　代表取締役　島袋　 組織変更 現存
     (薬       3)雅子 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801･4424･3 くるみ薬局 〒902-0074 098-831-5959有限会社　たお　代表安里　恵子 平13. 6.11 薬局
     那覇市仲井真３１７－５ 常　勤:    3取締役　平良　辰雄 交代 現存
     (薬       3) 平25. 6.11
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901･4426･8 保険薬局　プラネット〒902-0068 098-882-4170有限会社　レ・ネット照屋　直子 平13. 9. 1 薬局
     　まかび 那覇市真嘉比３丁目６番１号 常　勤:    2　代表取締役　比嘉　 新規 現存
     (薬       2)淳 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001･4429･2 全快堂だるま薬局 〒900-0015 098-867-8344宇良　洋一 宇良　洋一 平13.11. 1 薬局
     那覇市久茂地１－３－１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3101･4430･0 なみき薬局 〒902-0076 098-834-9053有限会社　藤卓　代表屋嘉比　康藤 平14. 3. 1 薬局
     那覇市与儀３６６－３ 常　勤:    2取締役　屋嘉比　康藤 新規 現存
     (薬       2) 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201･4434･2 ぐすく薬局 〒902-0071 098-882-3139有限会社　レ・ネット照屋　建三 平14. 4. 1 薬局
     那覇市繁多川３－７－７ 常　勤:    8　代表取締役　比嘉　 新規 現存
     (薬       8)淳 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3301･4440･9 そうごう薬局安里店 〒902-0067 098-882-4191総合メディカル株式会福永　順一 平14.10. 1 薬局
     那覇市安里３９７－１大城アパー常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     ト１Ｆ (薬       1)　賢治 平26.10. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   3401･4442･5 オアシス薬局 〒902-0073 098-836-8123有限会社　薬峰　代表渡嘉敷　彰 平14.12. 1 薬局
     那覇市上間２７５－３ 常　勤:    2取締役　前田　峰伸 新規 現存
     (薬       2) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3501･4447･4 ぎぼ駅前薬局 〒903-0821 098-882-2150国吉　礼子 国吉　礼子 平15. 8. 1 薬局
     那覇市首里儀保町１－２７ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601･4449･0 はるな薬局 〒900-0024 098-833-0521有限会社　ＡＴケミカ磯　昭子 平15.11. 1 薬局
     那覇市古波蔵２－４－１９ 常　勤:    1　取締役　磯　昭子 新規 現存
     (薬       1) 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701･4450･8 すこやか薬局　小禄店〒901-0152 098-857-8787株式会社　薬正堂　代大城　吉幸 平15.12. 1 薬局
     那覇市小禄２丁目３番地２１ 常　勤:    1表取締役　宮里　敏行 新規 現存
     (薬       1) 平27.12. 1
     非常勤:   33
     (薬      33)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801･4454･0 ハーモニー薬局寄宮店〒902-0076 098-835-3300有限会社　エム・クリ山田　敦子 平16. 3. 1 薬局
     那覇市与儀１－２６－１１ 常　勤:    2エイト　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)戸田　澄之 平28. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3901･4457･3 ミント薬局 〒900-0013 098-862-8887有限会社　かわみつ　小湾　喜彦 平16. 6. 1 薬局
     那覇市牧志２－１７－１７　１Ｆ常　勤:    1川満　建英 新規 現存
     (薬       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001･4458･1 すこやか薬局　与儀店〒902-0075 098-831-9671株式会社　薬正堂　代松茂良　揚子 平16. 6. 7 薬局
     那覇市国場７０７　１Ｆ 常　勤:    1表取締役　宮里　敏行 新規 現存
     (薬       1) 平28. 6. 7
     非常勤:   20
     (薬      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101･4459･9 ゆり薬局 〒900-0005 098-860-7007有限会社　竜胆　代表松原　茂綱 平16. 9. 1 薬局
     那覇市天久１－７－５ 常　勤:    1取締役　松原　茂綱 新規 現存
     (薬       1) 平28. 9. 1
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   4201･4460･7 天久薬局 〒900-0005 098-862-4201伊是名　秀平 伊是名　秀平 平16. 9. 1 薬局
     那覇市天久１－８－６　アメニテ常　勤:    1 移動 現存
     ィＫ１０２ (薬       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301･4461･5 ミドリ薬局　三原店 〒902-0063 098-835-4294株式会社　マツモトキ池原　咲也香 平16.12. 1 薬局
     那覇市三原一丁目１３－１ 常　勤:    1ヨシ九州販売　代表取 新規 現存
     (薬       1)締役　宮田　亮史 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401･4462･3 くまのみ薬局 〒900-0006 098-951-0573株式会社筑後　代表取國仲　真理子 平16.12. 1 薬局
     那覇市おもろまち２－２－２５ 常　勤:    1締役　大神　淳郎 新規 現存
     (薬       1) 平28.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501･4466･4 あいらんど薬局　さつ〒901-0153 098-857-6600株式会社　ジーセット亀田　真弓 平17. 9. 1 薬局
     き店 那覇市宇栄原３－５－１４ 常　勤:    1メディカル　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　平尾　慎一郎 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601･4469･8 やぎ薬局 〒902-0064 098-836-6413有限会社　やぎ薬局　屋宜　信秀 平17.12. 1 薬局
     那覇市寄宮１５０番地 常　勤:    1代表取締役　屋宜　信 組織変更 現存
     (薬       1)明 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4701･4470･6 はんたがわ薬局 〒902-0071 098-831-7667有限会社　フレンド　又吉　晴美 平18. 2. 1 薬局
     那覇市繁多川三丁目５番１８号 常　勤:    4代表取締役　比嘉　淳 新規 現存
     (薬       4) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4801･4471･4 クララ薬局　ティエラ〒900-0006 098-860-8989宮城　敦子 宮本　直樹 平18. 2. 1 薬局
     那覇市おもろまち四丁目１６番２常　勤:    1 新規 現存
     ２号 (薬       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4901･4473･0 ミント薬局　真地店 〒902-0072 098-882-6335有限会社　かわみつ　白川　智子 平18. 3. 1 薬局
     那覇市真地１５６番の２ 常　勤:    1代表取締役　川満　建 新規 現存
     (薬       1)英 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   5001･4474･8 まつお薬局 〒900-0014 098-862-8259有限会社　藤卓　代表我喜屋　恵美子 平18. 3. 1 薬局
     那覇市松尾一丁目４番１９号ピー常　勤:    1取締役　屋嘉比　康藤 新規 現存
     スリーイン国際通り１－Ｂ号 (薬       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101･4475･5 ビオラ薬局 〒900-0011 098-864-0851有限会社　アミティ　福田　早苗 平18. 3. 1 薬局
     那覇市上之屋一丁目３番３２号 常　勤:    7代表取締役　比嘉　淳 新規 現存
     (薬       7) 平30. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5201･4478･9 ぼたん薬局 〒900-0013 098-867-3065有限会社　すばる　代島袋　律子 平18. 4. 1 薬局
     那覇市牧志２丁目１９番１０号松常　勤:    1表取締役　島袋　功 新規 現存
     善ビル (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5301･4481･3 サンポー薬局　開南店〒902-0065 098-951-1919有限会社　オータ　代杉本　雅史 平18. 8. 1 薬局
     那覇市壺屋一丁目２番１７号 常　勤:    1表取締役　太田　秀雄 新規 現存
     (薬       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401･4484･7 サンアイ薬局　おもろ〒900-0006 098-867-8883有限会社　エヌ・オー宮里　郁子 平19. 1. 1 薬局
     まち 那覇市おもろまち４丁目９番６号常　勤:    2・ケイ　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)仲程　京太 平25. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5501･4486･2 すこやか薬局　おもろ〒900-0004 098-860-8051株式会社　薬正堂　代新田　邦宏 平19. 2. 1 薬局
     まち店 那覇市銘苅３丁目２２番地３３号常　勤:    1表取締役　宮里　敏行 新規 現存
     (薬       1) 平25. 2. 1
     非常勤:   21
     (薬      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5601･4487･0 ヘルシー：デポ薬局　〒900-0013 098-894-7374株式会社　ＧＳＯ　代宇根　直子 平19. 3. 1 薬局
     牧志店 那覇市牧志２－１５－１２比嘉ビ常　勤:    3表取締役　三谷　妙子 新規 現存
     ル１０２号室 (薬       3) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5701･4496･1 セドナ薬局 〒902-0065 098-854-2355有限会社　セドナ　代小野　桂子 平20. 1. 1 薬局
     那覇市壺屋２－１４－２６Ｃ－１常　勤:    2表取締役　照喜名　悟 新規 現存
     ０１ (薬       2) 平26. 1. 1
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   5801･4497･9 たいせい堂薬局首里店〒903-0804 098-882-1414株式会社　たいせい堂大塚　成一郎 平20. 2. 1 薬局
     那覇市首里石嶺町二丁目１番地 常　勤:    2　代表者　大塚　成一 新規 現存
     (薬       2)郎 平26. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5901･4499･5 キセ薬局 〒902-0062 098(884)6839喜瀬　聡 喜瀬　聡 平20. 1. 4 薬局
     那覇市松川２丁目５番１０号 常　勤:    2 交代 現存
     (薬       2) 平26. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6001･4504･2 ミント薬局　泉崎店 〒900-0021 098-832-1012有限会社　かわみつ　平良　清次 平20. 4. 1 薬局
     那覇市泉崎２－４－２１－１０２常　勤:    1代表取締役　川満　建 新規 現存
     (薬       1)英 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6101･4509･1 てらす薬局 〒900-0012 098-861-6241有限会社　神山薬局　神山　朝喜 平20. 9. 1 薬局
     那覇市泊１丁目２４番１４号 常　勤:    1代表取締役　神山　朝 新規 現存
     (薬       1)喜 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6201･4511･7 ふく薬局　こはぐら店〒900-0024 098-833-8122株式会社　ふく薬品　石嶺　留美子 平20.11. 1 薬局
     那覇市古波蔵３－１８－５ 常　勤:    3代表取締役　田仲　康 新規 現存
     (薬       3)晃 平26.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6301･4512･5 スマイル薬局　古島店〒902-0061 098-835-5260有限会社　ワーク　代小野　加那恵 平20.11. 1 薬局
     那覇市古島２丁目１６番１号 常　勤:    1表取締役　武富　弘益 組織変更 現存
     (薬       1) 平26.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6401･4515･8 こくら虹薬局 〒900-0024 098-835-9280株式会社　沖縄健康企宮城　幸枝 平21. 5. 1 薬局
     那覇市古波蔵４－１０－５３ 常　勤:   13画　代表取締役　上原 新規 現存
     (薬      13)　幸代 平27. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   6501･4517･4 そよ風薬局　那覇店 〒902-0066 098-988-0541株式会社　ファーマテ太田井　寛 平21. 7. 1 薬局
     那覇市大道１２２ 常　勤:    2ック　代表取締役　蛭 新規 現存
     (薬       2)沼　創一 平27. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6601･4518･2 おなは薬局 〒902-0067 098(884)2204小那覇　安之 備瀬　紀子 平21. 6. 1 薬局
     那覇市安里３８８番地１２７ 常　勤:    2 交代 現存
     (薬       2) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6701･4520･8 アイアイ薬局 〒902-0064 098-894-3417田場　節子 田場　節子 平21. 7. 1 薬局
     那覇市寄宮三丁目１２番１０号 常　勤:    3 交代 現存
     (薬       3) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6801･4521･6 ミズホ薬局 〒902-0075 098-987-0985株式会社　ミズホ　代大城　知也 平21. 8. 1 薬局
     那覇市国場１１６９番地２１ 常　勤:    2表取締役　大城　知也 新規 現存
     (薬       2) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6901･4523･2 アイエス薬局 〒902-0066 098-882-2940株式会社　アイエスメ吉田　貴範 平21. 8. 3 薬局
     那覇市大道１２２番地 常　勤:    1ディカル　代表取締役 移動 現存
     (薬       1)　吉田　貴範 平27. 8. 3
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7001･4526･5 うりずん薬局　松尾店〒900-0014 098-860-8021株式会社ハーモニー沖榊原　茂行 平21.12. 1 薬局
     那覇市松尾二丁目２番２５－２号常　勤:    3縄　代表取締役　阿部 新規 現存
     (薬       3)　秀明 平27.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7101･4528･1 ＪＲ九州ドラッグイレ〒900-0006 098-860-3335ＪＲ九州ドラッグイレ新井　康之 平22. 1. 1 薬局
     ブン薬局　新都心おも那覇市おもろまち３－５－２２ 常　勤:    5ブン株式会社　代表取 新規 現存
     ろまち店 (薬       5)締役　今林　泰 平28. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7201･4530･7 オリオン薬局 〒900-0013 098-869-1073南日本薬品株式会社　浜元　朝孝 平22. 1. 4 薬局
     那覇市牧志３丁目９番１９号 常　勤:    1代表取締役　吉田　將 移動 現存
     (薬       1)司 平28. 1. 4
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   7301･4531･5 ひめゆり薬局 〒902-0065 098-855-7970有限会社　緑　取締役松田　進 平22. 1. 4 薬局
     那覇市壷屋二丁目４番３号　１階常　勤:    2　松田　進 移動 現存
     (薬       2) 平28. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7401･4532･3 オアシス前田薬局 〒903-0804 098-988-3085有限会社　薬峰　代表前田　利津子 平22. 3. 1 薬局
     那覇市首里石嶺町１－１２７－３常　勤:    1取締役　前田　峰伸 新規 現存
     (薬       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7501･4535･6 三原薬局 〒902-0063 098-987-4083株式会社　筑後　代表久保田　龍二 平22. 4. 1 薬局
     那覇市三原１丁目２６－２７ 常　勤:    1取締役　大神　淳郎 新規 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7601･4536･4 薬志堂薬局首里店 〒903-0807 098-882-3003有限会社　薬志堂　代建本　満枝 平22. 4. 1 薬局
     那覇市首里久場川町２丁目１３１常　勤:    1表取締役　塚本　徳子 新規 現存
     番地 (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7701･4537･2 日本調剤　那覇中央薬〒902-0076 098-833-8446日本調剤株式会社　代岩間　絵里子 平22. 6. 1 薬局
     局 那覇市与儀　１－５－６ 常　勤:    2表取締役社長　三津原 新規 現存
     (薬       2)　博 平28. 6. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7801･4539･8 おろく薬局 〒901-0152 098-852-1325株式会社アイワ　代表塚本　隆之 平22. 6. 1 薬局
     那覇市小禄６５１番地 常　勤:    2取締役　塚本　隆之 新規 現存
     (薬       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7901･4540･6 そうごう薬局新赤十字〒902-0076 098-833-6721総合メディカル株式会西川　裕 平22. 7. 1 薬局
     前店 那覇市与儀１－１８－１８ 常　勤:    2社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       2)　賢治 平28. 7. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8001･4541･4 すこやか薬局　沖赤店〒902-0076 098-987-4093株式会社　薬正堂　代金城　瑛乃 平22. 7. 1 薬局
     那覇市与儀１丁目４番３号 常　勤:    1表取締役　宮里　敏行 新規 現存
     (薬       1) 平28. 7. 1
     非常勤:   20
     (薬      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   8101･4542･2 スマイル薬局　与儀店〒902-0076 098-987-4179有限会社ワーク　代表長塚　克巳 平22. 7. 1 薬局
     那覇市与儀１丁目７番３号 常　勤:    1取締役　武富　弘益 新規 現存
     (薬       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8201･4543･0 なははくあい薬局 〒902-0067 098-861-9799有限会社シリウス　代畑　登志雄 平22. 6. 1 薬局
     那覇市安里１－５－３ 常　勤:    2表取締役　砂川　麻紀 移動 現存
     (薬       2) 平28. 6. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8301･4544･8 いるか薬局 〒900-0005 098-988-9626株式会社ファインアシ山内　昌太 平22. 7. 1 薬局
     那覇市天久２丁目２０番１５号 常　勤:    1スト　代表取締役　山 新規 現存
     (薬       1)内　佳代 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8401･4546･3 あいらんど薬局　古波〒901-0024 098-851-7115株式会社ジーセットメ玉城　賢也 平22. 8. 1 薬局
     蔵店 那覇市古波蔵４丁目１３－１２ 常　勤:    3ディカル　代表取締役 新規 現存
     (薬       3)　平尾　慎一郎 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8501･4548･9 株式会社　新垣薬局 〒901-0152 098(857)2721株式会社新垣薬局　代新垣　晶市 平22. 8. 2 薬局
     那覇市小禄２８０ 常　勤:    2表取締役　新垣　雅大 組織変更 現存
     (薬       2) 平28. 8. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8601･4550･5 くら薬局 〒903-0812 098-884-1717株式会社　メディケイ友利　久美子 平22.10. 1 薬局
     那覇市首里当蔵町１丁目１０番地常　勤:    2ト　代表取締役　粟國 移動 現存
     １ (薬       2)　幸成 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8701･4551･3 ウェーブ薬局 〒901-0154 098-851-7690株式会社沖縄ファーマ外間　和香子 平22.11. 1 薬局
     那覇市赤嶺１－１２－２　ニュー常　勤:    4シー　代表取締役　生 新規 現存
     ウェーブビル１階 (薬       4)駒　忠史 平28.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8801･4553･9 ハープ薬局 〒903-0807 098-885-8080株式会社　ユーガ　代吉村　瑞枝 平23. 2. 1 薬局
     那覇市首里久場川町二丁目９６番常　勤:    7表取締役　大城　文男 新規 現存
     地の１８ (薬       7) 平29. 2. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   8901･4554･7 そよ風薬局　松川店 〒902-0062 098-943-3345株式会社ファーマテッ小西　航 平23. 6. 1 薬局
     那覇市松川４４２－８ 常　勤:    2ク　代表取締役　蛭沼 新規 現存
     (薬       2)　創一 平29. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9001･4555･4 すこやか薬局　新都心〒900-0004 098-861-4093株式会社　薬正堂　代上原　美樹 平23. 7. 1 薬局
     店 那覇市銘苅２丁目２番１号 常　勤:    1表取締役　宮里　敏行 新規 現存
     (薬       1) 平29. 7. 1
     非常勤:   22
     (薬      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9101･4556･2 ふく薬局　まかび店 〒902-0068 098-882-2936株式会社　ふく薬品　松田　文子 平23. 7. 1 薬局
     那覇市真嘉比２丁目２９番２０号常　勤:    2代表取締役　田仲　康 新規 現存
     (薬       2)晃 平29. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9201･4559･6 調剤薬局　クオレ 〒900-0005 098-988-4996株式会社　トリニティ平良　伃己子 平23. 8. 1 薬局
     那覇市天久２丁目２８番２４号 常　勤:    1ー　代表取締役　平良 交代 現存
     (薬       1)　伃己子 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9301･4563･8 すこやか薬局　田原店〒901-0153 098-857-4093株式会社　薬正堂　代杉森　千里 平24. 1. 1 薬局
     那覇市宇栄原１丁目６番３８号 常　勤:    1表取締役　宮里　敏行 新規 現存
     (薬       1) 平30. 1. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9401･4565･3 日本調剤久茂地薬局 〒900-0015 098-860-9795日本調剤株式会社　代普久原　理江 平24. 2. 1 薬局
     那覇市久茂地３丁目１６－１ 常　勤:    1表取締役社長　三津原 新規 現存
     (薬       1)　博 平30. 2. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9501･4567･9 守礼薬局 〒903-0821 098(885)3440有限会社　東光堂　代西村　悦子 平24. 4. 2 薬局
     那覇市首里儀保町２丁目１３番地常　勤:    1表取締役　伊丹　孝 交代 現存
     (薬       1) 平30. 4. 2
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   9601･4568･7 吉田薬局　はんたがわ〒902-0071 098(854)1155有限会社　アールエイ吉田　洋史 平24. 4. 2 薬局
     店 那覇市繁多川５丁目２３－１ 常　勤:    1チ　代表取締役　吉田 交代 現存
     (薬       1)　洋史 平30. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9701･4570･3 そうごう薬局　壺川店〒900-0025 098-833-1311総合メディカル株式会増永　麻実 平24. 9. 1 薬局
     那覇市壺川１－１３－７レジデン常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     スプロスパー (薬       1)　賢治 平24. 9. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9801･4571･1 薬志堂薬局　東町店 〒900-0034 098-988-0322有限会社　薬志堂　代又吉　康貴 平24.10. 1 薬局
     那覇市東町６番２４号 常　勤:    1表取締役　塚本　徳子 交代 現存
     (薬       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9901･4572･9 すこやか薬局　久米店〒900-0033 098-864-1093株式会社　薬正堂　代土屋　麻理子 平25. 1. 1 薬局
     那覇市久米２丁目１０番１号シャ常　勤:    1表取締役　宮里　敏行 新規 現存
     トレブランシェ１０２号室 (薬       1) 平25. 1. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10001･4573･7 ヴァインドラッグ　末〒903-0801 098-835-5544有限会社　みなと薬品田中　粂之 平25. 1. 1 薬局
     吉薬局 那覇市首里末吉町４丁目１－１ 常　勤:    6　代表取締役　盛本　 新規 現存
     (薬       6)昌秀 平25. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10101･4574･5 ひがわ薬局 〒900-0022 098-987-4280株式会社　ひがわ薬局津波　高義 平25. 2. 1 薬局
     那覇市樋川二丁目１番２号　１－常　勤:    1　代表取締役　津波　 移動 現存
     Ｂ (薬       1)高義 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10201･4575･2 とくりん薬局　赤嶺駅〒901-0154 098-851-7701株式会社　ユース　代仲宗根　雅恵 平25. 4. 1 薬局
     前店 那覇市赤嶺２丁目１番地の９号 常　勤:    1表取締役　大城　朝德 新規 現存
     (薬       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10301･4577･8 りんご調剤薬局　上間〒902-0073 098-996-2697南日本薬品株式会社　仲宗根　かおり 平25. 6. 1 薬局
     店 那覇市上間３３６番地７ 常　勤:    1代表取締役　吉田　將 新規 現存
     (薬       1)司 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  10401･4579･4 つばさ薬局 〒902-0064 098-835-4911株式会社　Ｔ・Ｓ・Ｎ 戸口　夕華 平25. 6. 1 薬局
     那覇市寄宮一丁目３５番１１号 常　勤:    1コミュニケーション　 交代 現存
     (薬       1)代表取締役　吉田　英 平25. 6. 1
     非常勤:    2樹
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10501･4580･2 緑薬局 〒900-0014 098-866-6345松田　進 古堅　泰子 平25. 7. 1 薬局
     那覇市松尾２－１６－３８ 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10601･4581･0 アイワ薬局　安謝店 〒900-0003 098-868-3830株式会社　アイワメデ糸満　竜樹 平25. 8. 1 薬局
     那覇市字安謝２１７ 常　勤:    3ィカルオキナワ　代表 交代 現存
     (薬       3)取締役　住田　文男 平25. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10701･4582･8 なかのはし薬局 〒900-0012 098-869-8188合資会社　伸成　代表島田　貴子 平25.10. 1 薬局
     那覇市泊２－７－１３ 常　勤:    3者　諸喜田　博之 その他 現存
     (薬       3) 平25.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10801･4583･6 あい薬局　小禄店 〒901-0155 098-858-1189有限会社山水　代表取澤野　祐一 平25.11. 1 薬局
     那覇市金城５丁目１１番６号小禄常　勤:    1締役　久髙　美佐子 新規 現存
     ガーデンビル１ＦＣ (薬       1) 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10901･4584･4 やすおか薬局 〒900-0004 098-941-1189株式会社　クオリエイ狩俣　イソ 平25.11. 1 薬局
     那覇市字銘苅３０１番８ 常　勤:    1ト　代表取締役　上原 新規 現存
     (薬       1)　淳 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11001･4585･1 薬志堂薬局　田原店 〒901-0156 098-851-7338有限会社　薬志堂　代古堅　優子 平25.10. 1 薬局
     那覇市田原３丁目８番９号 常　勤:    1表取締役　塚本　徳子 交代 現存
     (薬       1) 平25.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  11101･4588･5 ひまわり薬局　那覇店〒902-0067 098-860-5600株式会社ファーマみら橋　美喜子 平25.11. 1 薬局
     那覇市安里１－７－６玉井飼料ビ常　勤:    2い　代表取締役　清原 交代 現存
     ル１Ｆ (薬       2)　陽子 平25.11. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11201･4590･1 ひまわり薬局　天久店〒900-0005 098-860-7881株式会社ファーマみら大槻　美佳 平25.11. 1 薬局
     那覇市天久９１０ 常　勤:    2い　代表取締役　清原 交代 現存
     (薬       2)　陽子 平25.11. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11301･4591･9 ふく薬局　開南バス停〒900-0014 098-917-0736株式会社　ふく薬品　浜元　洋子 平26. 1. 1調剤 薬局
     前店 那覇市松尾２－１７－２８ 常　勤:    1代表取締役　田仲　康 新規 現存
     (薬       1)晃 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11401･4592･7 せせらぎ薬局　みはら〒902-0063 098-851-3186神村　武之 神村　康江 平26. 4. 1 薬局
     那覇市三原２－１６－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11501･4594･3 にじいろ薬局 〒902-0066 098-917-2397株式会社　アーガス　住友　裕介 平26. 5. 1 薬局
     那覇市大道５７番地粟国アパート常　勤:    3代表取締役　松下　佳 新規 現存
     １階 (薬       3)彦 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11601･4595･0 ゆい安里薬局 〒902-0067 098-863-5107株式会社　親心豊　代親川　智史 平26. 4. 1 薬局
     那覇市安里２－９－８サンステー常　勤:    2表取締役　親川　智史 交代 現存
     ションビル１－２ (薬       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11701･4596･8 薬志堂薬局　寄宮店 〒902-0077 098-851-7707有限会社　薬志堂　代小川　未加 平26. 5. 1 薬局
     那覇市長田１－６－１ 常　勤:    1表取締役　塚本　徳子 新規 現存
     (薬       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11801･4598･4 ふく薬局泉崎店 〒900-0021 098(855)6150株式会社　ふく薬品　仲宗根　邦子 平26. 5. 8 薬局
     那覇市泉崎２丁目３番３号　ＹＡ常　勤:    3代表取締役　田仲　康 移動 現存
     ＫＡビル１－Ａ (薬       3)晃 平26. 5. 8
     非常勤:    3
     (薬       3)
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  11901･4599･2 まつお虹薬局 〒900-0022 098-869-1234株式会社　沖縄健康企備瀨　愛実 平26. 5. 7調剤 薬局
     那覇市松尾２－１７－３０　宇地常　勤:    2画　代表取締役　上原 移動 現存
     原ビル１Ｆ (薬       2)　幸代 平26. 5. 7
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12001･4600･8 同仁薬局 〒900-0005 098(868)8812有限会社同仁　取締役與儀　和子 平26. 5. 1 薬局
     那覇市天久１１２７－５ 常　勤:    4　與儀　和子 移動 現存
     (薬       4) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12101･4601･6 がんじゅう薬局 〒902-0067 098-884-7281新垣　正次 新垣　正次 平26. 7. 1 薬局
     那覇市安里３８８－５　１Ｆ 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12201･4603･2 ひばり薬局 〒900-0015 098-860-8484親泊　正 親泊　正 平26.10. 1 薬局
     那覇市久茂地２丁目９番２５号　常　勤:    1 交代 現存
     １階 (薬       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12301･4606･5 アイワ薬局　松島店 〒902-0069 098-887-1193株式会社　アイワメデ佐藤　まどか 平27. 3. 1 薬局
     那覇市松島２－１－１９ 常　勤:    3ィカルオキナワ　代表 交代 現存
     (薬       3)取締役　住田　文男 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12401･4607･3 サンアイ薬局　めかる〒900-0004 098-861-3311有限会社　エヌ・オー仲程　京太 平27. 4. 1 薬局
     那覇市銘苅３－９－２４ 常　勤:    2・ケイ　代表取締役　 交代 現存
     (薬       2)仲程　京太 平27. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12501･4608･1 すこやか薬局　松島店〒902-0069 098-917-5093株式会社　薬正堂　代古堅　直也 平27. 5. 1 薬局
     那覇市松島２丁目１番１４号　Ｎ常　勤:    1表取締役　宮里　敏行 新規 現存
     Ｆレジデンス松島　２階 (薬       1) 平27. 5. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12601･4609･9 ライム薬局 〒900-0003 098-988-0505南日本薬品株式会社　古見　宗也 平27. 5. 1 薬局
     那覇市安謝１丁目９－２７ 常　勤:    1代表取締役　吉田　將 交代 現存
     (薬       1)司 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  12701･4610･7 かねしま薬局 〒902-0077 098-996-5273兼島　靜江 兼島　靜江 平27. 8. 1 薬局
     那覇市長田１－１２－３６ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12801･4611･5 いしみね薬局 〒903-0804 098-884-7230有限会社　みなと薬品鈴木　里史 平27. 8. 1 薬局
     那覇市首里石嶺町４丁目９４番地常　勤:    3　代表取締役　盛本　 新規 現存
     (薬       3)昌秀 平27. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12901･4612･3 アイン薬局　首里店 〒903-0804 098-917-2520株式会社　アインファ川﨑　亮 平27.11. 1 薬局
     那覇市首里石嶺町４丁目３５６－常　勤:    2ーマシーズ　代表取締 組織変更 現存
     ５ (薬       2)役　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13001･4613･1 和ごころ薬局　さつき〒901-0153 098-857-6111株式会社　琉球光和　冨永　花恵 平27.12. 1 薬局
     店 那覇市宇栄原３－１４－１２ 常　勤:    2代表取締役　秦　一 新規 現存
     (薬       2) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13101･4614･9 あいあい薬局 〒901-0145 098-996-5341株式会社　沖縄ファー田中　真弓 平27.12. 1 薬局
     那覇市高良３－６－１６ 常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)生駒　忠史 平27.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13201･4615･6 ハープ薬局　いしみね〒903-0804 098-884-7770株式会社　Ｈａｐｃｙ大城　祥子 平27.12. 1 薬局
     店 那覇市首里石嶺町四丁目２３８番常　勤:    1　代表取締役　大城　 新規 現存
     地２メディカルいしみね１Ｆ (薬       1)文男 平27.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13301･4616･4 ゆらき薬局　天久店 〒900-0005 098-869-9051有限会社　あおば　代上江洲　美由紀 平28. 3. 1 薬局
     那覇市天久２丁目１番１５号サザ常　勤:    2表取締役　石井　丈之 移動 現存
     ンリーフ１階 (薬       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  13401･4617･2 ぴぃぷる薬局　与儀店〒900-0022 098-831-7503琉球クオール株式会社我喜屋　智香子 平28. 4. 1 薬局
     那覇市樋川１－１８－４０ 常　勤:    2　代表取締役　仲里　 交代 現存
     (薬       2)すが子 平28. 4. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13501･4619･8 ぴぃぷる薬局　石嶺店〒903-0804 098-884-8751琉球クオール株式会社新井　直久 平28. 4. 1 薬局
     那覇市首里石嶺町３－３１ 常　勤:    1　代表取締役　仲里　 交代 現存
     (薬       1)すが子 平28. 4. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13601･4620･6 ハープ薬局　おおのや〒900-0026 098-858-3400株式会社Ｈａｐｃｙ　當間　樹一郎 平28. 5. 1 薬局
     ま店 那覇市奥武山町４６番地　りゅう常　勤:    1代表取締役　大城　文 新規 現存
     とうビル１階 (薬       1)男 平28. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13701･4621･4 グリーンドラッグ薬局〒902-0076 098-833-8280株式会社　大賀薬局　宮里　佐知子 平28. 4. 1 薬局
     与儀店 那覇市与儀２７４ 常　勤:    1代表取締役　大賀　崇 交代 現存
     (薬       1)浩 平28. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13801･4622･2 グリーンドラッグ薬局〒903-0806 098-943-4190株式会社　大賀薬局　久場　奈緒子 平28. 4. 1 薬局
     首里店 那覇市首里汀良町３－１１１－７常　勤:    1代表取締役　大賀　崇 交代 現存
     (薬       1)浩 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13901･4623･0 アイエス薬局安里店 〒902-0067 098-917-2751株式会社アイエスメデ長尾　依里子 平28. 6. 1 薬局
     那覇市字安里３７６番地高良ビル常　勤:    2ィカル　代表取締役　 新規 現存
     １０２号室 (薬       2)吉田　貴範 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14001･4624･8 こずえ薬局 〒902-0075 098-836-4235有限会社　たお　代表安里　健 平28. 7. 1 薬局
     那覇市国場３２４ 常　勤:    1取締役　平良　辰雄 新規 現存
     (薬       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  14101･4625･5 オリーブ薬局　小禄店〒901-0156 098-996-2255株式会社　クリエイト上原　智子 平28. 6. 1 薬局
     那覇市田原３－１－１２－１０１常　勤:    1ファーマシー　代表取 交代 現存
     (薬       1)締役　大城　隆一 平28. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14201･4626･3 山田薬局 〒902-0062 098-887-4431株式会社プチファーマ島袋　博和 平28. 8. 1 薬局
     那覇市松川３－１２－２ 常　勤:    1シスト　代表取締役　 交代 現存
     (薬       1)柳生　美江 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14301･4627･1 アルファ薬局 〒900-0006 098-861-5558株式会社トラスファ　平良　博文 平28. 9. 1 薬局
     那覇市おもろまち一丁目６番２号常　勤:    1代表取締役　平良　博 交代 現存
     (薬       1)文 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14401･4628･9 有限会社　東医堂薬局〒900-0012 098-862-9994有限会社　東医堂　代砂川　眞美 平29. 5. 1 薬局
     那覇市泊１丁目６番地の１　１階常　勤:    1表取締役　國場　幸子 移動 現存
     (薬       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14501･4629･7 ＪＲ九州ドラッグイレ〒900-0004 098-860-1172ＪＲ九州ドラッグイレ竹本　大次郎 平29. 7. 1 薬局
     ブン薬局　アクロスプ那覇市銘苅１丁目１９番１号 常　勤:    1ブン株式会社　代表取 新規 現存
     ラザ古島駅前店 (薬       1)締役　今林　泰 平29. 7. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14601･4630･5 うらら薬局 〒902-0077 098-854-1193株式会社沖縄アイティ佐々木　睦美 平29. 7. 1 薬局
     那覇市長田２－２５－１０　１０常　勤:    1　代表取締役　岩崎　 交代 現存
     ２ (薬       1)裕昭 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14701･4631･3 イオン薬局　那覇店 〒901-0155 098-891-8211イオン琉球株式会社　會川　公里 平29. 9. 1 薬局
     那覇市金城５－１０－２　イオン常　勤:    1代表取締役社長　佐方 新規 現存
     那覇店　１Ｆ (薬       1)　圭二 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14801･4632･1 那覇センター薬局 〒900-0015 098-862-8694株式会社　那覇調剤セ池村　由美子 平30. 1. 1 薬局
     那覇市久茂地３丁目１３番８号　常　勤:    1ンター　代表取締役　 移動 現存
     レジデンス森山ビル１階 (薬       1)宮城　初枝 平30. 1. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
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  14901･4633･9 新泉堂薬局　旭町店 〒900-0029 098-860-7637吉田　安樹 吉田　安樹 平30. 1. 1 薬局
     那覇市旭町１１２番地１　金秀ビ常　勤:    1 交代 現存
     ル西館１階 (薬       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15001･4634･7 くがに薬局　おもろま〒900-0003 098-943-7500株式会社沖縄アイティ寺島　俊文 平30. 2. 1 薬局
     ち店 那覇市安謝１丁目１０番３０号　常　勤:    2　代表取締役　岩崎　 交代 現存
     スカイエスト１階 (薬       2)裕昭 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15101･4635･4 はるはな薬局 〒902-0067 098-887-7287株式会社あいわ　代表久高　祐一 平30. 4. 1 薬局
     那覇市字安里３９５番地２ 常　勤:    1取締役　奥平　麻寿美 新規 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15201･4636･2 すこやか薬局　みやぐ〒901-0147 098-851-7104株式会社　薬正堂　代坂本　政文 平30. 4. 1 薬局
     すく店 那覇市宮城１丁目１８番１号　Ｂ常　勤:    1表取締役　宮里　敏行 新規 現存
     １Ｆ (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15301･4637･0 さんご薬局 〒901-0152 098-859-8911有限会社　成和興産　池田　美和 平30. 5. 1 薬局
     那覇市小禄２－２－１８ 常　勤:    1代表取締役　成川　秀 新規 現存
     (薬       1)隆 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15401･4638･8 薬志堂薬局　小禄南店〒901-0152 098-851-8601有限会社　薬志堂　代玉城　迅也 平30. 5. 1 薬局
     那覇市小禄４－１－１１　１０１常　勤:    1表取締役　塚本　徳子 新規 現存
     (薬       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15501･4639･6 とまり薬局 〒900-0012 098-866-1786神山　朝喜 小林　由美子 平30. 5. 1 薬局
     那覇市泊１丁目１１－７ 常　勤:    2 移動 現存
     (薬       2) 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15601･4640･4 ぴぃぷる第２薬局 〒901-0152 098-857-4808琉球クオール株式会社橋本　美津子 平30. 5. 1 薬局
     那覇市小禄１－１－４３ 常　勤:    1　代表取締役　仲里　 移動 現存
     (薬       1)すが子 平30. 5. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
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  15701･4641･2 たくし薬局 〒902-0077 098-855-0004株式会社　大賀薬局　安座間　ヤス子 平30. 5. 1 薬局
     那覇市長田１－２４－２６ 常　勤:    1代表取締役　大賀　崇 交代 現存
     (薬       1)浩 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15803･4026･2 ふれあい薬局 〒904-2245 098(974)1935平田　順子 平田　順子 昭60.10. 1 薬局
     うるま市赤道７５９－５ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15903･4030･4 有限会社　天願薬局 〒904-2215 098(974)5908有限会社　天願薬局　天願　茂敏 平 4. 4. 1 薬局
     うるま市みどり町４－４－１６ 常　勤:    3代表取締役　天願　茂 現存
     (薬       3)敏 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16003･4031･2 かもめ薬局 〒904-2215 098(973)9692株式会社筑後　代表取出砂　隆次 平 4.10. 1 薬局
     うるま市みどり町３－１８－１０常　勤:    1締役　大神　淳郎 現存
     (薬       1) 平28.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16103･4044･5 あかみち薬局 〒904-2245 098-974-1673有限会社　中央調剤薬神元　繁守 平 9. 7.15 薬局
     うるま市赤道１１－１３ 常　勤:    3局　代表取締役　江夏 移動 現存
     (薬       3)　京子 平24. 7.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16203･4047･8 ざきみ薬局 〒904-2242 098-974-3353座喜味　美智子 座喜味　美智子 平 9.10. 1 薬局
     うるま市高江洲１０８０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16303･4068･4 照屋薬局　あげな店 〒904-2214 098-972-2806照屋　林現 照屋　林現 平15.11. 1 薬局
     うるま市安慶名３丁目２３番２６常　勤:    1 新規 現存
     号オレンジハウス１階 (薬       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16403･4076･7 石川インター前薬局 〒904-1106 098-964-7111有限会社　レ・ネット森竹　俊世 平16. 4. 1 薬局
     うるま市石川２４１０－１ 常　勤:    4　代表取締役　比嘉　 新規 現存
     (薬       4)淳 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  16503･4077･5 へしきや薬局 〒904-2302 098-978-6036有限会社　へしき屋　宮里　建次 平11. 3. 1 薬局
     うるま市与那城西原９８８－３ 常　勤:    6代表取締役　宮里　建 組織変更 現存
     (薬       6)次 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16603･4078･3 ひかり薬局　与那城店〒904-2304 098-983-0011有限会社　光和　代表小嶺　幸徳 平12. 3. 1 薬局
     うるま市与那城屋慶名４６７－１常　勤:    1取締役　小嶺　幸徳 新規 現存
     (薬       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16703･4082･5 ゆうな薬局 〒904-2213 098-974-7722有限会社　ピーエック久場　弘 平17. 9. 1 薬局
     うるま市田場１４１５番地１０ 常　勤:    1ス　代表取締役　謝花 新規 現存
     (薬       1)　勝 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16803･4083･3 さしだ薬局　ニュー東〒904-1102 098-982-5066有限会社　さしだ薬局佐次田　ますみ 平18. 2. 1 薬局
     山店 うるま市石川東山一丁目２２番６常　勤:    1　代表取締役　佐次田 組織変更 現存
     号 (薬       1)　正 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16903･4084･1 さしだ薬局曙店 〒904-1107 098-965-4906有限会社　さしだ薬局佐次田　正 平18. 2. 1 薬局
     うるま市石川曙三丁目２番２８号常　勤:    2　代表取締役　佐次田 組織変更 現存
     (薬       2)　正 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17003･4086･6 なでしこ薬局 〒904-2244 098-974-7706有限会社　アレナ＆リ砂川　麗子 平18. 5. 1 薬局
     うるま市字江洲６００番地７ 常　勤:    4オ　代表取締役　砂川 新規 現存
     (薬       4)　麗子 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17103･4091･6 ふく薬局　みどり町店〒904-2215 098-982-4210株式会社　ふく薬品　神村　朝隆 平18. 9. 1 薬局
     うるま市みどり町５－３－１３ 常　勤:    1代表取締役　田仲　康 新規 現存
     (薬       1)晃 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17203･4092･4 タスク薬局 〒904-2215 098-972-7198株式会社　沖縄ファー米倉　美帆 平18.12. 1 薬局
     うるま市みどり町５丁目２７番１常　勤:    2マシー　代表取締役　 新規 現存
     号 (薬       2)生駒　忠史 平24.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  17303･4100･5 中部薬局 〒904-2243 098-973-6577株式会社　万優　代表玉城　仙子 平20.10. 1 薬局
     うるま市宮里２６１番地１ 常　勤:    7取締役　森根　美智子 組織変更 現存
     (薬       7) 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17403･4101･3 すこやか薬局　具志川〒904-2243 098(974)2111株式会社　薬正堂　代當真　房子 平21. 8. 1 薬局
     店 うるま市宮里２６１番１６号 常　勤:    1表取締役　宮里　敏行 移動 現存
     (薬       1) 平27. 8. 1
     非常勤:   25
     (薬      25)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17503･4102･1 照屋薬局 〒904-2221 098-974-1855照屋　林現 照屋　洋子 平21.10. 1 薬局
     うるま市平良川１２２ 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17603･4103･9 あおば薬局 〒904-2303 098-978-8021株式会社沖縄ファーマ河渕　美加 平22. 4. 1 薬局
     うるま市与那城２５－３ 常　勤:    2シー　代表取締役　生 交代 現存
     (薬       2)駒　忠史 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17703･4104･7 にこにこ薬局 〒904-2243 098-973-1189株式会社万優　代表取中原　慶子 平22. 6. 1 薬局
     うるま市宮里７６４番地１ 常　勤:    2締役　森根　美智子 新規 現存
     (薬       2) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17803･4105･4 東山調剤薬局 〒904-1102 098-989-5543南日本薬品株式会社　伊藤　夕紀 平22. 7. 1 薬局
     うるま市石川東山２丁目３０番地常　勤:    1代表取締役　吉田　將 新規 現存
     ２１号 (薬       1)司 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17903･4107･0 りんご調剤薬局　うる〒904-2243 098-989-9079南日本薬品株式会社　熊王　清華 平23.12. 1 薬局
     ま店 うるま市宮里２６４－９番地　１常　勤:    2代表取締役　吉田　將 新規 現存
     Ｆ (薬       2)司 平29.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18003･4109･6 メイト平良川薬局 〒904-2225 098-974-8811有限会社　メディカル福地　健治 平24. 4. 2 薬局
     うるま市喜屋武１７９番地渡口ビ常　勤:    1メイト　取締役　福地 組織変更 現存
     ル１Ｆ (薬       1)　健治 平30. 4. 2
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  18103･4110･4 すこやか薬局　みどり〒904-2215 098-974-4350株式会社　薬正堂　代三上　まどか 平24. 7. 2 薬局
     町店 うるま市みどり町４－１９－１５常　勤:    1表取締役　宮里　敏行 移動 現存
     (薬       1) 平24. 7. 2
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18203･4111･2 あかみち薬局　あげな〒904-2214 098-923-1668有限会社　中央調剤薬江夏　京子 平25. 1. 1 薬局
     店 うるま市安慶名一丁目６番１９号常　勤:    1局　代表取締役　江夏 新規 現存
     (薬       1)　京子 平25. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18303･4112･0 あかみち薬局　江洲店〒904-2244 098-989-5037有限会社　中央調剤薬福間　猛史 平25. 8. 1 薬局
     うるま市字江洲５９８－８ 常　勤:    1局　代表取締役　江夏 新規 現存
     (薬       1)　京子 平25. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18403･4113･8 ピーナツ薬局 〒904-1106 098-964-1122石川　幸子 石川　幸子 平25.11. 1 薬局
     うるま市石川２丁目２２番１８号常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18503･4115･3 ハート薬局　江洲店 〒904-2244 098-989-9185有限会社ＩＮＳ　代表名城　朝枝 平26.10. 1 薬局
     うるま市字江洲５４７番地１ 常　勤:    2取締役　島袋　忠雄 新規 現存
     (薬       2) 平26.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18603･4116･1 すこやか薬局　喜屋武〒904-2225 098-923-1189株式会社　薬正堂　代仲宗根　春美 平26.12. 1 薬局
     店 うるま市喜屋武５４６－１ 常　勤:    1表取締役　宮里　敏行 新規 現存
     (薬       1) 平26.12. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18703･4117･9 ハート薬局　あかみち〒904-2245 098-974-9339有限会社　ＩＮＳ　代島袋　優子 平27. 1. 1 薬局
     店 うるま市赤道１７４番地９ 常　勤:    1表取締役　島袋　忠雄 移動 現存
     (薬       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  18803･4118･7 ひまわり薬局　中部店〒904-2243 098-974-5825株式会社　沖縄ファー新江　裕貴 平27. 5. 1 薬局
     うるま市宮里２０１ー５ 常　勤:    2マシー　代表取締役　 交代 現存
     (薬       2)生駒　忠史 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18903･4119･5 アイン薬局　赤道店 〒904-2245 098-982-6171株式会社アインファー具志堅　睦人 平27.11. 1 薬局
     うるま市赤道２６０－５ 常　勤:    1マシーズ　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       1)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19003･4120･3 いは薬局 〒904-1115 098-965-6768合同会社瑞城　代表社瑞慶山　純子 平28. 7. 1 薬局
     うるま市石川伊波４２８－５ 常　勤:    3員　瑞慶山　純子 交代 現存
     (薬       3) 平28. 7. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19103･4121･1 すこやか薬局　与勝店〒904-2311 098-987-8080株式会社　薬正堂　代安次富　唯 平28.12. 1 薬局
     うるま市勝連南風原３５７７－１常　勤:    1表取締役　宮里　敏行 新規 現存
     (薬       1) 平28.12. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19203･4122･9 さしだ薬局　しらはま〒904-1105 098-987-8128有限会社　さしだ薬局佐次田　梨奈 平29.10. 1 薬局
     店 うるま市石川白浜２丁目３番１号常　勤:    1　代表取締役　佐次田 新規 現存
     (薬       1)　正 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19304･4072･4 平田薬局 〒904-2143 098(938)0984勢理客　由美子 勢理客　由美子 昭57. 3. 1 薬局
     沖縄市知花１－４－１２ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19404･4087･2 ゲンキ薬局 〒904-0021 098(934)1237仲井間　清 仲井間　清 平 5. 3. 1 薬局
     沖縄市胡屋１－１３－１２ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19504･4089･8 すこやか薬局　泡瀬店〒904-2172 098(938)3999株式会社　薬正堂　代森田　勇 平 5. 7. 1 薬局
     沖縄市泡瀬４－３８－１９ 常　勤:    1表取締役　宮里　敏行 現存
     (薬       1) 平29. 7. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  19604･4092･2 はな薬局 〒904-2143 098(934)0265有限会社　たお　代表中村　巴 平 5.12. 1 薬局
     沖繩市知花６－２３－２８ 常　勤:    1取締役　平良　辰雄 現存
     (薬       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19704･4093･0 すずらん薬局 〒904-2154 098-939-8181有限会社こくば　代表國場　秀治 平 6.12. 1 薬局
     沖縄市東二丁目１６番３号 常　勤:    2取締役　國場　秀治 新規 現存
     (薬       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19804･4096･3 あい薬局 〒904-2171 098-930-3103有限会社山水　代表取吉田　智子 平 7. 7. 1 薬局
     沖縄市高原２－４－１８ 常　勤:    1締役　久髙　美佐子 新規 現存
     (薬       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19904･4097･1 仲真薬局 〒904-0031 098-932-1743仲真　良重 平良　初枝 平 7. 8. 1 薬局
     沖縄市上地１丁目５－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20004･4099･7 きさらぎ薬局 〒904-2171 098-930-2011株式会社　メディケイ宮内　令子 平 8. 2. 1 薬局
     沖縄市高原７－２２－２８ 常　勤:    2ト　代表取締役　粟國 新規 現存
     (薬       2)　幸成 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20104･4100･3 吉原東洋堂薬局 〒904-2171 098-933-6539有限会社　寿　代表取島袋　綾乃 平 8. 4. 1 薬局
     沖縄市高原７－３０－２５ 常　勤:    2締役　島袋　勇 移動 現存
     (薬       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20204･4103･7 ゆかり薬局 〒904-2142 098-937-0389有限会社タウンファー宮里　馨 平 8. 7. 1 薬局
     沖縄市登川１－１－５ 常　勤:    2マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)宮里　馨 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20304･4109･4 かみざと薬局 〒904-0012 098-939-5464神里　まり子 神里　まり子 平 9. 7. 1 薬局
     沖縄市安慶田１－１３－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  20404･4116･9 レモン薬局美里店 〒904-2154 098-938-4013有限会社　ナカオ商事谷澤　大輔 平 9.10. 1 薬局
     沖縄市東二丁目５番１８号 常　勤:    2　代表取締役　仲西　 新規 現存
     (薬       2)英雄 平24.10. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20504･4121･9 みなみ薬局 〒904-0035 098-930-3127有限会社　アクセス二知名　光男 平 9.12. 1 薬局
     沖縄市南桃原４－２８－１ 常　勤:    2十一　代表取締役　知 新規 現存
     (薬       2)名　繁光 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20604･4122･7 ミドリ薬局美里店 〒904-2154 098-929-1212有限会社　くすりのミ玉城　克治 平10. 1. 1 薬局
     沖縄市東二丁目２６番１号 常　勤:    2ドリ　代表取締役　玉 新規 現存
     (薬       2)城　克治 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20704･4125･0 アリス薬局 〒904-2172 098(934)0005普久原　隆 普久原　隆 平10.10. 1 薬局
     沖縄市泡瀬２－８－５ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20804･4126･8 すこやか薬局　高原店〒904-2171 098-982-1500株式会社　すみれ薬局比嘉　豊 平11. 2. 1 薬局
     沖縄市高原５－１７－１ 常　勤:    1　代表取締役　宮里　 組織変更 現存
     (薬       1)敏行 平29. 2. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20904･4127･6 島里薬局 〒904-2165 098-939-3282島里　善晴 島里　善晴 平11. 5. 1 薬局
     沖縄市宮里四丁目２番５号 常　勤:    3 新規 現存
     (薬       3) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21004･4131･8 あいらんど薬局　コザ〒904-0014 098-929-3700株式会社　ジーセット八瀬山　晴子 平11. 9. 1 薬局
     店 沖縄市仲宗根町３－１１ 常　勤:    2メディカル　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　平尾　慎一郎 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21104･4136･7 琉球クオール薬局　登〒904-2142 098-934-2160琉球クオール　株式会岡島　英吏子 平12. 1. 1 薬局
     川店 沖縄市登川１－９－７ 常　勤:    2社　代表取締役　仲里 新規 現存
     (薬       2)　すが子 平30. 1. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  21204･4142･5 レモン薬局　みはら店〒904-2155 098-921-2077有限会社　ナカオ商事藤田　睦子 平12.12. 1 薬局
     沖縄市美原四丁目１０番１号 常　勤:    2　代表取締役　仲西　 新規 現存
     (薬       2)英雄 平24.12. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21304･4145･8 すこやか薬局　ももや〒904-0035 098-933-6070株式会社　薬正堂　代塩川　知伸 平13. 2. 1 薬局
     ま店 沖縄市南桃原３－３６－１１ 常　勤:    1表取締役　宮里　敏行 新規 現存
     (薬       1) 平25. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21404･4146･6 ひかり薬局　コザ店 〒904-0003 098-921-3355有限会社　光和　代表豊里　恒 平13. 9. 1 薬局
     沖縄市住吉１－４－１９ 常　勤:    1取締役　小嶺　幸徳 新規 現存
     (薬       1) 平25. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21504･4147･4 ハーモニー薬局　諸見〒904-0032 098-931-0900有限会社　エム・クリ山内　昌史 平13.10. 1 薬局
     里店 沖縄市諸見里１－２６－６ 常　勤:    2エイト　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)戸田　澄之 平25.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21604･4148･2 南高原薬局 〒904-2173 098-931-9031株式会社筑後　代表取武井　晴子 平13.12. 1 薬局
     沖縄市比屋根２－３－１５ 常　勤:    2締役　大神　淳郎 新規 現存
     (薬       2) 平25.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21704･4149･0 美里薬局 〒904-2155 098-982-1185有限会社　美里薬局　古堅　文香 平14. 1. 1 薬局
     沖縄市美原四丁目１番７号 常　勤:    3代表取締役　知念　梨 新規 現存
     (薬       3)枝子 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21804･4155･7 やまうち薬局 〒904-0034 098-933-3922有限会社　ピア　代表池間　正晶 平14. 7. 1 薬局
     沖縄市山内１－６－１１ 常　勤:    2取締役　池間　記世 組織変更 現存
     (薬       2) 平26. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  21904･4156･5 サンアイ薬局みさと 〒904-2155 098-939-7001有限会社　エヌ・オー砂川　まゆみ 平14.10. 1 薬局
     沖縄市美原三丁目２１番１号 常　勤:    2・ケイ　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)仲程　京太 平26.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22004･4158･1 たんぽぽ薬局 〒904-2143 098-921-0028前川　朋子 前川　朋子 平15. 3. 1 薬局
     沖縄市知花６－７６４－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22104･4159･9 オレンジ薬局 〒904-0034 098-933-8916有限会社　いこい　代諸見里　めぐみ 平15. 3. 1 薬局
     沖縄市山内２－２６－２２ 常　勤:    1表取締役　新垣　雅史 新規 現存
     (薬       1) 平27. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22204･4160･7 メイト松本薬局 〒904-2151 098-937-4488花城　幸夫 花城　幸夫 平15. 4. 1 薬局
     沖縄市松本４－１７－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22304･4163･1 すこやか薬局　中頭店〒904-2143 098-939-9923株式会社　薬正堂　代高良　武志 平15. 7. 1 薬局
     沖縄市知花６－２５－１１ 常　勤:    1表取締役　宮里　敏行 新規 現存
     (薬       1) 平27. 7. 1
     非常勤:   23
     (薬      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22404･4164･9 ハート薬局 〒904-2155 098-929-0310有限会社　ＩＮＳ　代安里　生信 平15. 8. 1 薬局
     沖縄市美原二丁目２６番２１号 常　勤:    1表取締役　島袋　忠雄 新規 現存
     (薬       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22504･4165･6 さんり薬局 〒904-0033 098-931-0707有限会社　トラスト　伊波　裕 平15. 9. 1 薬局
     沖縄市山里１－３－３ 常　勤:    1代表取締役　伊波　裕 新規 現存
     (薬       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22604･4167･2 くすの木薬局 〒904-0012 098-932-1902有限会社　くすの木　唐木　清野 平15.10. 1 薬局
     沖縄市安慶田４－６－６ 常　勤:    3代表取締役　中地　黎 新規 現存
     (薬       3)子 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  22704･4168･0 ワタキュー薬局　与儀〒904-2174 098-930-7711沖縄綿久寝具株式会社砂川　香 平15.12. 1 薬局
     店 沖縄市与儀３丁目１０番１号 常　勤:    1　代表取締役　安里　 新規 現存
     (薬       1)優 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22804･4171･4 こだち薬局 〒904-0035 098-933-9548西平　守明 西平　守明 平16. 7. 1 薬局
     沖縄市南桃原３－１－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22904･4173･0 ピー・ケイ・シー薬局〒904-2143 098-938-3189有限会社　ピー・ケイ中村　靖 平16. 7. 1 薬局
     沖縄市知花５－１３－２８ 常　勤:    1・シー薬局　代表取締 移動 現存
     (薬       1)役　宮里　敏行 平28. 7. 1
     非常勤:   21
     (薬      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23004･4179･7 すこやか薬局　知花店〒904-2143 098-921-4076株式会社　ちばり　代比嘉　浩一 平17. 8. 1 薬局
     沖縄市知花６－３８－５ 常　勤:    1表取締役　嘉陽　祐治 組織変更 現存
     (薬       1) 平29. 8. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23104･4181･3 すこやか薬局　美里店〒904-2155 098-921-4594株式会社　薬正堂　代仲吉　文男 平18. 1. 1 薬局
     沖縄市美原四丁目１番２８号 常　勤:    1表取締役　宮里　敏行 新規 現存
     (薬       1) 平30. 1. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23204･4183･9 サンセイ薬局 〒904-2153 098-939-6000有限会社　オータ　代仲宗根　和枝 平18. 4. 1 薬局
     沖縄市美里１丁目２７番１４号 常　勤:    1表取締役　太田　秀雄 新規 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23304･4184･7 ひが薬局　美里店 〒904-2155 098-929-0070株式会社　沖縄ファー宇良　和佳子 平18.12. 1 薬局
     沖縄市美原二丁目２５番１号 常　勤:    2マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)生駒　忠史 平24.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  23404･4186･2 古謝薬局 〒904-2161 098-929-2700南日本薬品株式会社　鈴木　直志 平19. 5. 1 薬局
     沖縄市古謝２丁目２１番２８号 常　勤:    3代表取締役　吉田　將 新規 現存
     (薬       3)司 平25. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23504･4188･8 コザ中の町薬局 〒904-0031 098-894-7091有限会社　護薬品　代比嘉　一登 平20. 6. 1 薬局
     沖縄市上地１－１３－１６ 常　勤:    2表取締役　佐土原　七 新規 現存
     (薬       2)重 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23604･4189･6 まごころ薬局　山内店〒904-0034 098-930-1550株式会社　クリエイト當間　さおり 平20. 8. 1 薬局
     沖縄市山内三丁目１４番３０号 常　勤:    4ファーマシー　代表取 新規 現存
     (薬       4)締役　大城　隆一 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23704･4192･0 なかがみ薬局 〒904-0021 098-983-4881株式会社　アイエスメ川原　美生 平20.11. 1 薬局
     沖縄市胡屋１－１６－１ 常　勤:    2ディカル　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　吉田　貴範 平26.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23804･4194･6 ひまわり薬局　上地店〒904-0031 098-930-2663株式会社万優　代表取有銘　悦子 平23. 9. 1 薬局
     沖縄市上地二丁目１２番１６号 常　勤:    3締役　森根　美智子 新規 現存
     (薬       3) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23904･4195･3 すこやか薬局　泡瀬東〒904-2172 098-989-4093株式会社　薬正堂　代三上　幸枝 平24. 6. 1 薬局
     店 沖縄市泡瀬２丁目５４番４号 常　勤:    1表取締役　宮里　敏行 新規 現存
     (薬       1) 平30. 6. 1
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24004･4197･9 みらい薬局 〒904-0034 098-989-3255株式会社　未来　代表四谷　祐子 平25. 4. 1 薬局
     沖縄市山内３丁目１１番１号 常　勤:    2取締役　大城　朝德 新規 現存
     (薬       2) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  24104･4200･1 つみきの薬局 〒904-2153 098-982-1212株式会社青洲堂　代表西村　浩彦 平25.10. 1 薬局
     沖縄市美里４丁目１７番６号 常　勤:    1取締役　西村　浩彦 新規 現存
     (薬       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24204･4202･7 ゆい薬局知花店 〒904-2143 098-929-4193株式会社　ドゥリーム加藤　晴久 平26.12. 1 薬局
     沖縄市知花６－２６－１６ 常　勤:    5　代表取締役　桑江　 新規 現存
     (薬       5)常康 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24304･4204･3 みはら薬局 〒904-2155 098-929-3344有限会社　美里薬局　宮城　寛雅 平27. 6. 1 薬局
     沖縄市美原４丁目１番１５号　１常　勤:    1代表取締役　知念　梨 新規 現存
     階 (薬       1)枝子 平27. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24404･4206･8 和ごころ薬局　あわせ〒904-2161 098-982-1120株式会社　琉球光和　安座間　剛 平27.10. 1 薬局
     店 沖縄市古謝２丁目１９番５号 常　勤:    3代表取締役　秦　一 新規 現存
     (薬       3) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24504･4207･6 アイン薬局　知花店 〒904-2143 098-982-1321株式会社　アインファ岩松　年隆 平27.11. 1 薬局
     沖縄市知花６－２５－１８ 常　勤:   11ーマシーズ　代表取締 組織変更 現存
     (薬      11)役　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24604･4208･4 とくりん薬局　比屋根〒904-2173 098-933-5511株式会社　ユース　代松茂良　一美 平27.12. 1 薬局
     店 沖縄市比屋根六丁目２７番２０号常　勤:    3表取締役　大城　朝德 新規 現存
     プロスパリティⅡ１Ｆ (薬       3) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24704･4209･2 アイン薬局　登川店 〒904-2142 098-923-0652株式会社　アインファ橋田　昌治 平28.10. 1 薬局
     沖縄市登川５９７－１ 常　勤:    2ーマシーズ　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　大石　美也 平28.10. 1
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24804･4210･0 すこやか薬局　登川店〒904-2142 098-923-1320株式会社　薬正堂　代藤田　敦子 平28.10. 1 薬局
     沖縄市字登川４９５－１ 常　勤:    1表取締役　宮里　敏行 新規 現存
     (薬       1) 平28.10. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  24904･4211･8 おきなわ薬局店 〒904-2142 098-923-0875株式会社沖縄アイティ福地　健太 平28.10. 1 薬局
     沖縄市字登川６０２番地 常　勤:    1　代表取締役　岩崎　 新規 現存
     (薬       1)裕昭 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25004･4212･6 みさと虹薬局 〒904-2143 098-988-5510株式会社沖縄健康企画座安　雄一 平28.12. 1 薬局
     沖縄市知花６丁目２５－３ 常　勤:    7　代表取締役　上原　 新規 現存
     (薬       7)幸代 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25104･4213･4 サラダ薬局 〒904-2172 098-934-5451阿嘉　貫哲 阿嘉　貫哲 平28.11. 1 薬局
     沖縄市泡瀬四丁目１番３７号 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25204･4214･2 登川薬局 〒904-2142 098-989-4806株式会社南海メディッ冨永　晃弘 平29. 5. 1 薬局
     沖縄市登川２丁目２７番地１ 常　勤:    1クス　代表取締役　袴 交代 現存
     (薬       1)田　稔茂 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25304･4215･9 みさき薬局 〒904-2153 098-921-0303有限会社あおば　代表吉峯　よし子 平29. 6. 1 薬局
     沖縄市美里５－２４－１０ 常　勤:    1取締役　石井　丈之 交代 現存
     (薬       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25404･4216･7 オアシス美里薬局 〒904-2153 098-923-3706有限会社薬峰　代表取神谷　嘉次 平29. 9. 1 薬局
     沖縄市美里２丁目１０番２２号 常　勤:    1締役　前田　峰伸 新規 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25504･4217･5 あなたのかかりつけ薬〒904-2154 098-939-3322フォーユー合同会社　上原　洋子 平30. 2. 1 薬局
     局 沖縄市東二丁目２５番３号 常　勤:    2代表社員　上原　知子 新規 現存
     (薬       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25604･4218･3 すこやか薬局　あげだ〒904-0012 098-923-2802株式会社　薬正堂　代仲間　聖 平30. 4. 1 薬局
     店 沖縄市安慶田３丁目１１の３３番常　勤:    1表取締役　宮里　敏行 新規 現存
     地　中頭商事ビル１０３号 (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  25705･4032･5 すこやか薬局　野嵩店〒901-2203 098(892)4111株式会社　薬正堂　代石田　浩 平 5. 2. 1 薬局
     宜野湾市野嵩１－１０－１１ 常　勤:    2表取締役　宮里　敏行 現存
     (薬       2) 平29. 2. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25805･4040･8 回生堂薬局ユニオン店〒901-2203 098-893-1223仲村　明 仲村　廣美 平 7.11. 1 薬局
     宜野湾市野嵩３－８－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25905･4042･4 新川薬局 〒901-2206 098-892-4189新川　重一 小渡　静男 平 7.11. 1 薬局
     宜野湾市愛知３丁目１番６１号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26005･4065･5 ひまわり薬局 〒901-2214 098-897-3332有限会社オーエムファ徳永　淳子 平13.11. 1 薬局
     宜野湾市我如古４４９－６ 常　勤:    1ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　　荻堂　芳夫 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26105･4069･7 ひかり薬局　宜野湾店〒901-2212 098-893-3100有限会社　光和　代表仲座　方利 平15.10. 1 薬局
     宜野湾市長田１－１－２ 常　勤:    2取締役　小嶺　幸徳 新規 現存
     (薬       2) 平27.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26205･4070･5 がねこ薬局 〒901-2214 098-942-2888一般社団法人ぎのわん金城　守 平17. 1. 1 薬局
     宜野湾市我如古３－８－８ 常　勤:    1健康支援センター　理 組織変更 現存
     (薬       1)事長　新川　重一 平29. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26305･4073･9 ゆい薬局　長田店 〒901-2212 098-896-0700株式会社　ドゥリーム島袋　悦子 平18. 7. 1 薬局
     宜野湾市長田１－２６－１７ 常　勤:    2　代表取締役　桑江　 新規 現存
     (薬       2)常康 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  26405･4075･4 すこやか薬局　宇地泊〒901-2227 098-870-9990株式会社　薬正堂　代久場　良亮 平18.11. 1 薬局
     店 宜野湾市宇地泊７００番地 常　勤:    1表取締役　宮里　敏行 新規 現存
     (薬       1) 平24.11. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26505･4077･0 いろは薬局 〒901-2205 098-892-1689有限会社　沖縄メディ小渡　睦 平19. 3. 1 薬局
     宜野湾市赤道２丁目２番５号 常　勤:    2カルサービス　代表取 新規 現存
     (薬       2)締役　伊早坂　幸一 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26605･4078･8 アセロラ薬局 〒901-2215 098-890-0056高　たかし 高　たかし 平19. 4. 1 薬局
     宜野湾市真栄原３丁目２３番２号常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26705･4081･2 ことり薬局 〒901-2226 098-897-6246株式会社　アシスト　山城　尚子 平20.11. 1 薬局
     宜野湾市嘉数４丁目２５番１４号常　勤:    1代表取締役　仲宗根　 移動 現存
     (薬       1)辰弥 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26805･4082･0 すずらん薬局 〒901-2226 098-898-4193株式会社スズランファ宮城　洋子 平21. 1. 1 薬局
     宜野湾市嘉数２－２－７ 常　勤:    1ーマクリエイト　代表 新規 現存
     (薬       1)取締役　宮城　洋子 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26905･4084･6 あいらんど薬局　うち〒901-2227 098-988-4810株式会社ジーセットメ恩川　かおる 平21.10. 1 薬局
     どまり店 宜野湾市字宇地泊７７６番地 常　勤:    1ディカル　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　平尾　慎一郎 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27005･4086･1 たいよう薬局 〒901-2221 098-898-3311合同会社　あらかわ　新川　祥平 平22.11. 1 薬局
     宜野湾市伊佐２丁目１４番７号 常　勤:    1代表社員　新川　重次 移動 現存
     (薬       1) 平28.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27105･4091･1 あいらんど薬局　宜野〒901-2206 098-988-9285株式会社ジーセットメ小濱　道胤 平24. 4. 1 薬局
     湾あいち店 宜野湾市愛知三丁目９番９号 常　勤:    2ディカル　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　平尾　慎一郎 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  27205･4092･9 うちどまり薬局 〒901-2227 098-890-0088一般社団法人ぎのわん沖山　 美 平25. 5. 1 薬局
     宜野湾市字宇地泊８１８ 常　勤:    1健康支援センター　理 新規 現存
     (薬       1)事長　新川　重一 平25. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27305･4094･5 さわやか薬局 〒901-2212 098-893-5566有限会社さわやか薬局國吉　みどり 平27. 5. 7 薬局
     宜野湾市長田一丁目２９番１号 常　勤:    4　代表取締役　國吉　 移動 現存
     (薬       4)みどり 平27. 5. 7
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27405･4095･2 いさ調剤薬局 〒901-2221 098-917-0947株式会社メディカルネ新垣　薫 平27.11. 1 薬局
     宜野湾市伊佐一丁目９番１７号 常　勤:    1ットワーク　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　氏家　篤 平27.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27505･4096･0 つる薬局 〒901-2215 098-897-5779合同会社　朋友陽　代前濱　朋子 平28. 2. 1 薬局
     宜野湾市真栄原３－７－８ 常　勤:    1表社員　前濱　朋子 交代 現存
     (薬       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27605･4097･8 あかみち薬局 〒901-2204 098-893-7789株式会社　筑後　代表仲村　春美 平28. 7. 1 薬局
     宜野湾市上原１－１－６ 常　勤:    2取締役　大神　淳郎 移動 現存
     (薬       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27705･4098･6 つつじ薬局 〒901-2225 098-899-2234株式会社つつじ　代表田場　芳枝 平29. 6. 1 薬局
     宜野湾市大謝名１－１７－３１ 常　勤:    1取締役　田場　芳枝 新規 現存
     (薬       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27805･4099･4 アイン薬局　コンベン〒901-2224 098-917-4611株式会社アインファー吉田　湖南 平29.12. 1 薬局
     ションシティ 宜野湾市真志喜２丁目２１番１０常　勤:    8マシーズ　代表取締役 新規 現存
     号 (薬       8)　大石　美也 平29.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［沖縄県］

［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    37 頁

  27905･4100･0 宜野湾薬局 〒901-2211 098-896-0191南日本薬品株式会社　伊佐　要一 平30. 1.13 薬局
     宜野湾市宜野湾３－３－８　１０常　勤:    4代表取締役　吉田　將 移動 現存
     ２ (薬       4)司 平30. 1.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28005･4101･8 かかずの杜薬局 〒901-2226 098-890-7770宮里　政宏 宮里　政宏 平30. 6. 1 薬局
     宜野湾市嘉数１丁目２２番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28106･4013･3 むつみ薬局 〒906-0013 09807-26998 下地　睦夫 下地　睦夫 平11. 8. 1 薬局
     宮古島市平良下里１１５４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28206･4023･2 シモジ薬局 〒906-0007 09807(2)6624下地　仁 下地　仁 平12.12. 1 薬局
     宮古島市平良東仲宗根２５６ 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28306･4026･5 コジャ薬局　東店 〒906-0007 0980-72-6385有限会社　コジャ　代古謝　真己 平14. 5. 1 薬局
     宮古島市平良東仲宗根５６６ 常　勤:    2表取締役　古謝　真己 新規 現存
     (薬       2) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28406･4028･1 コジャ薬局　市場前店〒906-0013 0980-73-3362有限会社　コジャ　代前里　由紀子 平14. 5. 1 薬局
     宮古島市平良下里５５６番地３ 常　勤:    2表取締役　古謝　真己 組織変更 現存
     (薬       2) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28506･4032･3 すこやか薬局　西里店〒906-0012 0980-75-0933株式会社　薬正堂　代本村　実千枝 平17.10. 1 薬局
     宮古島市平良西里７８２－１－２常　勤:    1表取締役　宮里　敏行 新規 現存
     (薬       1) 平29.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28606･4034･9 ミント薬局　腰原店 〒906-0013 0980-74-2154有限会社　かわみつ　仙田　綾奈 平18.11. 1 薬局
     宮古島市平良下里１４７７番地の常　勤:    1代表取締役　川満　建 移動 現存
     １ (薬       1)英 平24.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28706･4037･2 たいら薬局 〒906-0015 0980-79-0222平良　真哉 平良　真哉 平21. 5. 1 薬局
     宮古島市平良久貝１０６４－１０常　勤:    1 新規 現存
     －２ (薬       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  28806･4040･6 ミント薬局　松原店 〒906-0013 0980-79-0482有限会社かわみつ　代山中　朱美 平25. 4. 1 薬局
     宮古島市平良字下里１５７８番地常　勤:    2表取締役　川満　建英 新規 現存
     ８ (薬       2) 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28906･4041･4 オリーブ薬局　病院前〒906-0013 0980-79-5000有限会社ファースト企上川畑　剛 平25. 5. 1 薬局
     店 宮古島市平良下里４９５－３ 常　勤:    1画　代表取締役　後藤 新規 現存
     (薬       1)　一 平25. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29006･4042･2 病院前薬局 〒906-0013 0980-74-3883有限会社かわみつ　代川満　正啓 平25. 6. 1 薬局
     宮古島市平良字下里４３７番地９常　勤:    4表取締役　川満　建英 新規 現存
     (薬       4) 平25. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29106･4043･0 コナ薬局 〒906-0304 0980-76-2238有限会社　ヱド川薬局山村　勇 平27.12. 1 薬局
     宮古島市下地字上地４１１－１ 常　勤:    1　代表取締役　田中　 新規 現存
     (薬       1)千裕 平27.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29206･4045･5 くがに薬局 〒906-0013 0980-79-0289嘉手川　育子 上里　雅江 平28. 8. 1 薬局
     宮古島市平良字下里１５５４－１常　勤:    3 交代 現存
     (薬       3) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29306･4046･3 上地薬局　よこだけ店〒906-0501 0980-74-5588株式会社リーフ　代表佐藤　直美 平28.12. 1 薬局
     宮古島市伊良部字前里添６３８－常　勤:    1取締役　前川　征人 交代 現存
     ３ (薬       1) 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29406･4047･1 はくあい薬局 〒906-0203 0980-74-7651株式会社リーフ　代表岩澤　利治 平28.12. 1 薬局
     宮古島市上野字宮国７４６番地１常　勤:    1取締役　前川　征人 交代 現存
     ７ (薬       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  29506･4048･9 いけむら薬局 〒906-0007 0980-72-9229株式会社アインファー清水　杏子 平29. 9. 1 薬局
     宮古島市平良東仲宗根１８４番地常　勤:    2マシーズ　代表取締役 交代 現存
     (薬       2)　大石　美也 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29606･4049･7 はな薬局 〒906-0012 0980-74-1125サンライトファーマシ大槻　広明 平29.12. 1 薬局
     宮古島市平良西里１４３番地１Ｆ常　勤:    2ー合同会社　代表社員 交代 現存
     (薬       2)　大槻　広明 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29707･4020･6 佐久間薬局 〒907-0022 09808(2)2024佐久間　長昭 佐久間　長昭 昭54. 8. 1 薬局
     石垣市大川２１０ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29807･4022･2 新川薬局 〒907-0022 09808(2)4420大浜　貴子 大浜　貴子 昭58. 2. 1 薬局
     石垣市大川２８７ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29907･4032･1 上地薬局　いしがき店〒907-0022 09808-4-2134株式会社リーフ　代表森　巧 平10. 7. 1 薬局
     石垣市大川水名７２８－１２ 常　勤:    5取締役　前川　征人 新規 現存
     (薬       5) 平28. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30007･4033･9 はと薬局 〒907-0022 09808-2-2712山城　専 山城　専 平10. 8. 1 薬局
     石垣市真栄里３０１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30107･4040･4 中央薬局 〒907-0023 09808(2)9335有限会社　中央薬局　宮良　善孝 平14. 9. 1 薬局
     石垣市石垣１２－１ 常　勤:    1代表取締役　宮良　善 組織変更 現存
     (薬       1)孝 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30207･4047･9 ティーダ薬局 〒907-0002 0980-88-1151株式会社　仁　代表取岩田　翔 平19.11. 1 薬局
     石垣市真栄里２４１－４ 常　勤:    1締役　比嘉　洋子 新規 現存
     (薬       1) 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30307･4051･1 ココ薬局 〒907-0022 0980-87-8588岡林　薫 岡林　薫 平20. 8. 1 薬局
     石垣市大川５２８－１番地荷川取常　勤:    1 新規 現存
     ハイツ１０４ (薬       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  30407･4052･9 むるぶし薬局 〒907-0003 0980-82-3882株式会社　仁　代表取佐野　哲也 平20. 9. 1 薬局
     石垣市平得１５０－３ 常　勤:    2締役　比嘉　洋子 組織変更 現存
     (薬       2) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30507･4054･5 なみき薬局 〒907-0004 0980-88-1010有限会社　中央薬局　宮良　善朗 平22. 5. 1 薬局
     石垣市登野城１０２４番地の４ 常　勤:    1代表取締役　宮良　善 新規 現存
     (薬       1)孝 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30607･4056･0 こすも薬局 〒907-0024 0980-84-1352有限会社　中央薬局　宮良　梨乃 平24. 2. 6 薬局
     石垣市新川２９番地の２ 常　勤:    2代表取締役　宮良　善 移動 現存
     (薬       2)孝 平30. 2. 6
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30707･4058･6 ここなつ薬局 〒907-0024 0980-82-3030石垣　綾子 石垣　綾子 平25. 5. 1 薬局
     石垣市字新川２２８７－３５ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30807･4061･0 新高薬局 〒907-0012 0980-82-2180新嵩　由香 新嵩　由香 平26.10. 7 薬局
     石垣市美崎町９番地 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平26.10. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30907･4062･8 あらや薬局 〒907-0004 0980-88-8833荒谷　敏巳 荒谷　敏巳 平27. 2. 1 薬局
     石垣市字登野城６４４番地２０ 常　勤:    2 移動 現存
     (薬       2) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31007･4064･4 とのしろ薬局 〒907-0004 0980-84-3038株式会社アーガス　代圷　徳子 平27. 4. 1 薬局
     石垣市登野城１６７ 常　勤:    1表取締役　松下　佳彦 交代 現存
     (薬       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31107･4066･9 みどり薬局 〒907-0003 0980-82-1193有限会社中央薬局　代宮良　長博 平27. 9. 1 薬局
     石垣市字平得８８番地 常　勤:    1表取締役　宮良　善孝 新規 現存
     (薬       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  31207･4067･7 アイン薬局　石垣店 〒907-0002 0980-87-0853株式会社　アインファ波多江　直也 平27.11. 1 薬局
     石垣市真栄里１０８－５ 常　勤:    4ーマシーズ　代表取締 組織変更 現存
     (薬       4)役　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31307･4069･3 美ら島薬局 〒907-0024 0980-87-7766株式会社メディカルネ外間　和香子 平29. 3. 1 薬局
     石垣市新川２４３２番地　１階 常　勤:    2ットワーク　代表取締 交代 現存
     (薬       2)役　氏家　篤 平29. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31407･4070･1 ゆい登野城薬局 〒907-0004 0980-87-0236株式会社ゆい沖縄　代髙那　尚子 平30. 5. 1 薬局
     石垣市字登野城３１９番地５ 常　勤:    1表取締役　城間　盛弘 新規 現存
     (薬       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31507･4071･9 幸地薬局 〒907-0004 0980-83-6354幸地薬局合同会社　代幸地　良信 平30. 4. 1 薬局
     石垣市字登野城５７０番地 常　勤:    1表社員　幸地　良信 組織変更 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31607･4072･7 幸地薬局　新川店 〒907-0024 0980-84-1311幸地薬局合同会社　代森田　陽 平30. 4. 1 薬局
     石垣市字新川１２７－４ 常　勤:    1表社員　幸地　良信 組織変更 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31708･4035･2 マツダ薬局 〒901-2132 098(877)4557松田　進 箱田　奈津子 平 2.10. 1 薬局
     浦添市伊祖２－２４－７ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31808･4039･4 アシスト薬局 〒901-2132 098(874)3723株式会社　アシスト　糸数　理江 平 5. 4. 1 薬局
     浦添市伊祖４－１４－１ 常　勤:    7代表取締役　仲宗根　 現存
     (薬       7)辰弥 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31908･4041･0 マリオ薬局 〒901-2133 098(875)5536東恩納　節子 東恩納　節子 平 5. 5. 1 薬局
     浦添市城間４－３９－３ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  32008･4048･5 上地薬局 〒901-2133 098-876-1893上地　ヨシ子 富村　みどり 平 7. 7. 1 薬局
     浦添市城間４－３４－１０ 常　勤:    2 移動 現存
     (薬       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32108･4049･3 牧港薬局 〒901-2131 098-875-4189花城　公子 花城　公子 平 7. 9. 1 薬局
     浦添市牧港２－４９－１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32208･4053･5 有限会社　伊祖薬局 〒901-2132 098-873-0367有限会社　伊祖薬局　千田　兼德 平 8. 7. 1 薬局
     浦添市伊祖４－１２－２ 常　勤:    1代表取締役　千田　兼 新規 現存
     (薬       1)德 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32308･4057･6 すこやか薬局　宮城店〒901-2126 098-879-9820株式会社　薬正堂　代砂川　美佳 平10. 8. 1 薬局
     浦添市宮城４－６－１ 常　勤:    1表取締役　宮里　敏行 新規 現存
     (薬       1) 平28. 8. 1
     非常勤:   33
     (薬      33)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32408･4061･8 メディカル薬局 〒901-2133 098(878)1198有限会社　沖縄メディ安倍　史倫 平10.12. 1 薬局
     浦添市城間一丁目３７番１１号 常　勤:    1カルサービス　代表取 移動 現存
     (薬       1)締役　伊早坂　幸一 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32508･4062･6 つくし薬局 〒901-2113 098(877)6870株式会社筑後　代表取佐藤　朋幸 平11. 6. 1 薬局
     浦添市大平１－３６－５ 常　勤:    2締役　大神　淳郎 移動 現存
     (薬       2) 平29. 6. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32608･4065･9 すこやか薬局　牧港店〒901-2131 098-870-8558株式会社　薬正堂　代又吉　拓舟 平11.12. 1 薬局
     浦添市牧港４－２－１７－１０１常　勤:    1表取締役　宮里　敏行 新規 現存
     (薬       1) 平29.12. 1
     非常勤:   22
     (薬      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32708･4068･3 ワタキュー薬局　　内〒901-2121 098-942-0353沖縄綿久寝具株式会社玉城　智恵子 平12. 4. 1 薬局
     間店 浦添市内間４－２７－１ 常　勤:    3　代表取締役　安里　 新規 現存
     (薬       3)優 平30. 4. 1
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  32808･4071･7 うらそえ虹薬局 〒901-2126 098-870-8660株式会社　沖縄健康企比嘉　仁 平12. 5. 1 薬局
     浦添市宮城３－１－５－１号 常　勤:    1画　代表取締役　上原 移動 現存
     (薬       1)　幸代 平30. 5. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32908･4072･5 みね薬局 〒901-2132 098-879-6165有限会社　嶺カンパニ大橋　俊彦 平12.12. 1 薬局
     浦添市伊祖４－１－１８－１ 常　勤:    6イ　代表取締役　小嶺 新規 現存
     (薬       6)　作 平24.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33008･4073･3 保険薬局　プラネット〒901-2131 098-870-8638有限会社　レ・ネット新垣　哲也 平12.12. 1 薬局
     浦添市牧港２－４５－１ 常　勤:    8　代表取締役　比嘉　 新規 現存
     (薬       8)淳 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33108･4076･6 ほたる薬局 〒901-2113 098-874-2888株式会社　アシスト　日高　久美子 平14.11. 1 薬局
     浦添市大平１－１－２ 常　勤:    1代表取締役　仲宗根　 新規 現存
     (薬       1)辰弥 平26.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33208･4077･4 レン薬局 〒901-2126 098-876-7274有限会社　たお　代表瑞慶覧　長修 平15. 3. 1 薬局
     浦添市宮城５－５－１ 常　勤:    3取締役　平良　辰雄 新規 現存
     (薬       3) 平27. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33308･4083･2 ココ薬局 〒901-2126 098-876-7118屋宜　昌幸 屋宜　昌幸 平16.12. 1 薬局
     浦添市宮城４－１５－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33408･4084･0 吉原東洋薬局 〒901-2132 098-875-2547有限会社　白寿　代表田中　祐二 平17. 2. 1 薬局
     浦添市伊祖２－３－１－１０３ 常　勤:    2取締役　島袋　勇 移動 現存
     (薬       2) 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  33508･4086･5 サンポー薬局 〒901-2102 098-874-6161有限会社　オータ　代太田　秀雄 平18. 4. 1 薬局
     浦添市前田三丁目３番１０号 常　勤:    4表取締役　太田　秀雄 新規 現存
     (薬       4) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33608･4088･1 てだこ薬局 〒901-2113 098-870-8989有限会社　てだこ　代松原　政次郎 平18. 9. 1 薬局
     浦添市大平４３４番地１ 常　勤:    4表取締役　松原　政次 移動 現存
     (薬       4)郎 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33708･4091･5 とまと薬局 〒901-2133 098-879-6811長嶺　恵子 長嶺　恵子 平18.11. 1 薬局
     浦添市城間一丁目３７番１７号 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33808･4094･9 ドリーム薬局 〒901-2126 098-979-9808伊波　学 伊波　学 平19. 5. 1 薬局
     浦添市宮城２－１７－１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33908･4095･6 そうごう薬局　浦添当〒901-2104 098-871-2421総合メディカル株式会竹田　直 平19. 7. 1 薬局
     山店 浦添市当山二丁目１番１－１号 常　勤:    2社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       2)　賢治 平25. 7. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34008･4096･4 スマイル薬局　宮城店〒901-2126 098-874-7700有限会社　ワーク　代武富　弘行 平20.11. 1 薬局
     浦添市宮城１丁目３１番６号 常　勤:    1表取締役　武富　弘益 組織変更 現存
     (薬       1) 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34108･4100･4 あい薬局　経塚店 〒901-2111 098-878-1189有限会社山水　代表取磯﨑　絵美 平21.11. 1 薬局
     浦添市経塚６３３番地 常　勤:    3締役　久髙　美佐子 新規 現存
     (薬       3) 平27.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34208･4101･2 あさひ薬局 〒901-2121 098-876-1193有限会社　ジェネノス比嘉　賀俊 平21.12. 1 薬局
     浦添市内間四丁目１番１４号 常　勤:    1　代表取締役　前川　 新規 現存
     (薬       1)浩史郎 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  34308･4102･0 サンアイ薬局　ぐすく〒901-2133 098-988-3223有限会社　エヌ・オー玉津　亜矢 平22. 1. 1 薬局
     ま 浦添市城間３丁目３番１号 常　勤:    2・ケイ　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)仲程　京太 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34408･4103･8 宜野湾薬局　広栄店 〒901-2101 098-988-4957南日本薬品株式会社　森方　さゆり 平22. 1. 1 薬局
     浦添市西原１丁目９番８号 常　勤:    5代表取締役　吉田　將 新規 現存
     (薬       5)司 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34508･4104･6 てぃだ薬局 〒901-2104 098-963-8234株式会社　ＴＲＳ　代山路　勝也 平23. 5. 2 薬局
     浦添市当山２丁目９番７号 常　勤:    3表取締役　山路　勝也 交代 現存
     (薬       3) 平29. 5. 2
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34608･4105･3 ルーナ薬局 〒901-2111 098-943-5706株式会社　ルーナ　代比嘉　敦子 平24. 1. 1 薬局
     浦添市経塚６７６番地１　１０２常　勤:    6表取締役　仲西　英雄 新規 現存
     号室 (薬       6) 平30. 1. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34708･4108･7 吉原東洋薬局　宮城店〒901-2126 098-878-7272有限会社白寿　代表取知花　朝博 平24. 9. 1 薬局
     浦添市宮城６丁目１番１５－１号常　勤:    3締役　島袋　勇 新規 現存
     (薬       3) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34808･4109･5 経塚薬局 〒901-2111 098-988-1470有限会社　オーエムフ神田　寛之 平24.11. 1 薬局
     浦添市字経塚５７６番地２ 常　勤:    5ァーマシー　代表取締 新規 現存
     (薬       5)役　荻堂　芳夫 平24.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34908･4113･7 りんご調剤薬局　浦西〒901-2101 098-943-2518南日本薬品株式会社　土田　寛子 平25. 9. 1 薬局
     店 浦添市西原１－１２－１７平田ア常　勤:    4代表取締役　吉田　將 新規 現存
     パート１０３ (薬       4)司 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  35008･4114･5 とくりん薬局　経塚店〒901-2111 098-875-5700株式会社ユース　代表與儀　愛梨 平25.11. 1 薬局
     浦添市経塚７４５番地７ 常　勤:    2取締役　大城　朝德 新規 現存
     (薬       2) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35108･4115･2 ももたろう薬局 〒901-2126 098-879-6888有限会社　桃源　代表柴田　忠佳 平26. 4. 1 薬局
     浦添市宮城６－１－２０メゾンヨ常　勤:    1取締役　桃原　泰誠 新規 現存
     シナガ１Ｆ (薬       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35208･4116･0 ハープ薬局　やふそ店〒901-2127 098-879-7700株式会社ユーガ　代表鈴木　一徳 平26. 6. 1調剤 薬局
     浦添市屋富祖三丁目３４番２号メ常　勤:    1取締役　大城　文男 新規 現存
     ディカルプラザたろう１Ｆ (薬       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35308･4117･8 くじら薬局 〒901-2132 098-917-2850株式会社ファインアシ山内　昌尚 平26. 7. 1 薬局
     浦添市伊祖２丁目３－６－２ 常　勤:    1スト　代表取締役　山 新規 現存
     (薬       1)内　佳代 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35408･4119･4 ゆい経塚薬局 〒901-2111 098-917-4082株式会社　ゆい沖縄　親川　由紀子 平27. 4. 1 薬局
     浦添市字経塚６３７番地 常　勤:    2代表取締役　城間　盛 新規 現存
     (薬       2)弘 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35508･4120･2 松井薬局　浦添店 〒901-2131 098-943-4193株式会社　都古　代表小森　裕介 平27. 6. 1 薬局
     浦添市牧港４丁目６－９ 常　勤:    2取締役　松井　常孝 新規 現存
     (薬       2) 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35608･4121･0 ふくぎ薬局 〒901-2133 098-870-1202横井　達人 花城　育子 平27. 9. 1 薬局
     浦添市城間４－３－８ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35708･4122･8 経塚駅前薬局 〒901-2102 098-874-0470有限会社　ピア　代表池間　加津美 平27.10. 1 薬局
     浦添市字前田１１３０番地 常　勤:    2取締役　池間　記世 新規 現存
     (薬       2) 平27.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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  35808･4123･6 とくりん薬局城間店 〒901-2133 098-988-1522株式会社　凜　代表取新井　滋 平27.10. 1 薬局
     浦添市城間１丁目３７－１９ 常　勤:    1締役　真崎　しのぶ 交代 現存
     (薬       1) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35908･4124･4 とくりん薬局　前田店〒901-2102 098-871-0305株式会社ユース　代表宇津野　宣仁 平28. 3. 1 薬局
     浦添市字前田１１５２番地５ 常　勤:    1取締役　大城　朝德 新規 現存
     (薬       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36008･4125･1 ワタキュー薬局　たく〒901-2112 098-874-2100沖縄綿久寝具株式会社金城　政美 平28. 3. 1 薬局
     し店 浦添市沢岻２－１－２ 常　勤:    2　代表取締役　安里　 移動 現存
     (薬       2)優 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36108･4126･9 なのはな薬局 〒901-2102 098-870-8770有限会社エム・ディー友利　勝也 平28. 4. 1 薬局
     浦添市字前田１１４９番地１６ 常　勤:    2・ピー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)友利　勝也 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36208･4127･7 ぴぃぷる薬局　経塚店〒901-2111 098-943-5533琉球クオール株式会社稲嶺　まどか 平28. 4. 1 薬局
     浦添市経塚３７３－１ 常　勤:    4　代表取締役　仲里　 交代 現存
     (薬       4)すが子 平28. 4. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36308･4128･5 いは薬局 〒901-2133 098-874-1818株式会社ＩＨＡメディ伊波　重宏 平28. 4. 1 薬局
     浦添市城間３丁目１番１号又吉ア常　勤:    2カルプラス　代表取締 組織変更 現存
     パート１Ｆ (薬       2)役　伊波　重宏 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36408･4130･1 タウン薬局 〒901-2102 098-894-2899有限会社エーワイ・フ屋良　朝昇 平28. 9.23 薬局
     浦添市前田５６４－２ 常　勤:    1ァーマシー　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　屋良　朝昇 平28. 9.23
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36508･4131･9 福寿薬局 〒901-2102 098-878-8090株式会社沖縄アイティ林　将之 平29. 4. 1 薬局
     浦添市前田１０５２－３コーポは常　勤:    3　代表取締役　岩崎　 交代 現存
     ぴねす１０１ (薬       3)裕昭 平29. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
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  36608･4132･7 竹の子薬局 〒901-2102 098-942-0915株式会社サザン　代表永瀬　智 平29. 5. 1 薬局
     浦添市前田１－１４－１５ 常　勤:    1取締役　永瀬　智 組織変更 現存
     (薬       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36708･4133･5 セブンス薬局　浦添店〒901-2132 098-943-6785株式会社ファイブセブ小渡　貴史 平29.10. 1 薬局
     浦添市伊祖４－１５－２　グリー常　勤:    1ン　代表取締役　星野 交代 現存
     ンゾーン伊祖１階 (薬       1)　律子 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36809･4001･2 名護薬局 〒905-0013 0980(52)2410浦崎　政子 浦崎　清子 昭47. 5.15 薬局
     名護市城１－１－３ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36909･4012･9 なかむら薬局 〒905-0016 0980(53)2139仲村　英和 仲村　英和 昭52. 6. 1 薬局
     名護市大東２－２３－２７ 常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37009･4023･6 辺土名薬局 〒905-0011 0980(52)1018金城　清 金城　清 昭62. 9. 1 薬局
     名護市宮里１－２１－１１ 常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37109･4025･1 オギドウ薬局 〒905-0011 0980(53)7443荻堂　盛浩 安藤　郁子 昭63. 4. 1 薬局
     名護市宮里４５３－６ 常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37209･4026･9 池宮薬局 〒905-1152 0980(53)4890有限会社　オギメディ池宮　恵美子 昭64. 1. 1 薬局
     名護市伊差川６７ 常　勤:    1カル　代表　荻堂　盛 現存
     (薬       1)浩 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37309･4029･3 伊差川薬局 〒905-1152 0980(52)7388有限会社　一朗薬局　島袋　聖子 平 5. 1. 1 薬局
     名護市伊差川２７４ 常　勤:    2代表取締役　神山　一 現存
     (薬       2)朗 平29. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  37409･4039･2 ハーモニー薬局 〒905-0011 0980-54-5550有限会社メディカルハ岡田　重行 平10. 5. 1 薬局
     名護市宮里６－２－９ 常　勤:    1ーモニー　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　戸田　澄之 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37509･4043･4 しろがね薬局 〒905-0011 0980-51-0288有限会社　林冠　代表島津　秀明 平11. 7. 1 薬局
     名護市宮里志味屋原１００６－１常　勤:    2取締役　　成川　秀 新規 現存
     (薬       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37609･4047･5 まるよし薬局 〒905-0019 0980-54-1993有限会社　寿　代表取友寄　安彦 平12. 5. 1 薬局
     名護市大北１－５－６ 常　勤:    1締役　島袋　勇 新規 現存
     (薬       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37709･4055･8 ふく薬局　うむさ店 〒905-0006 0980-50-9075株式会社　ふく薬品　宮里　時彦 平15.12. 1 薬局
     名護市宇茂佐１７６０－１ 常　勤:    1代表取締役　田仲　康 新規 現存
     (薬       1)晃 平27.12. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37809･4060･8 すこやか薬局　大北店〒905-0019 0980-51-0117株式会社　薬正堂　代田尻　卓也 平18. 4. 1 薬局
     名護市大北１丁目２番３６号 常　勤:    1表取締役　宮里　敏行 新規 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37909･4061･6 北部地区薬剤師会会営〒905-0006 0980-52-7752一般社団法人北部地区池田　武俊 平18.10. 1 薬局
     薬局 名護市宇茂佐１７１２番地の１７常　勤:    2薬剤師会　浅沼　健一 移動 現存
     (薬       2) 平24.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38009･4064･0 ナゴラン薬局 〒905-0009 0980-54-0002株式会社　なごらん　宮城　美由紀 平20. 9. 1 薬局
     名護市宇茂佐の森一丁目１番地７常　勤:    1代表取締役　宮城　美 組織変更 現存
     (薬       1)由紀 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  38109･4067･3 サンキュウファーマシ〒905-0006 0980-43-0099株式会社　サンキュウ西坂　順 平21. 7. 1 薬局
     ーうむさ店 名護市宇茂佐１７５８－１ 常　勤:    1ファーマシー　代表取 新規 現存
     (薬       1)締役　田仲　和恵 平27. 7. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38209･4068･1 ハーモニー薬局　大宮〒905-0011 0980-54-8180有限会社メディカルハ内海　敏夫 平21.10. 1 薬局
     店 名護市宮里三丁目１番９号 常　勤:    1ーモニー　取締役　戸 新規 現存
     (薬       1)田　澄之 平27.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38309･4069･9 さくら薬局　ＩＣＨＩ〒905-0019 0980-52-7587有限会社　ＩＣＨＩ　村上　市子 平22. 4. 1 薬局
     名護市大北３丁目５番２号仲本ア常　勤:    1代表取締役　村上　市 新規 現存
     パート１０１ (薬       1)子 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38409･4071･5 クイック調剤薬局　名〒905-0019 0980-43-0039ＱＵＩＣＫファーマシ知花　朝彦 平24. 9. 1 薬局
     護店 名護市大北５丁目２２番２６号 常　勤:    1ー合同会社　代表社員 新規 現存
     (薬       1)　知花　朝彦 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38509･4072･3 大北健康堂薬局 〒905-0019 0980-53-5845株式会社オオハシ　代黒澤　光明 平25. 1. 1 薬局
     名護市大北３－１－６３ 常　勤:    1表取締役　大橋　得二 組織変更 現存
     (薬       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38609･4073･1 健康堂薬局 〒905-0013 0980-52-2766株式会社オオハシ　代友寄　哲朗 平25. 1. 1 薬局
     名護市城１丁目２番２４号 常　勤:    1表取締役　大橋　得二 組織変更 現存
     (薬       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38709･4074･9 たまき薬局 〒905-0018 0980-52-2419株式会社アポロン　代玉城　純 平25. 4. 1 薬局
     名護市大西３丁目１５番４号 常　勤:    1表取締役　玉城　純 組織変更 現存
     (薬       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38809･4075･6 ゆい大東薬局 〒905-0016 0980-51-0555株式会社　ゆい沖縄　嘉陽　正樹 平25.11. 1 薬局
     名護市大東１－１５－７ 常　勤:    1代表取締役　城間　盛 新規 現存
     (薬       1)弘 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  38909･4076･4 ふく薬局　なご店 〒905-0011 0980-54-1985株式会社　ふく薬品　我喜屋　靖 平25.11.11 薬局
     名護市宮里６－８－３６ 常　勤:    4代表取締役　田仲　康 移動 現存
     (薬       4)晃 平25.11.11
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39009･4077･2 屋嘉比薬局 〒905-0013 0980(52)2053合同会社　屋嘉比　代屋嘉比　康作 平27. 1. 1 薬局
     名護市城２丁目１番２８号 常　勤:    2表社員　屋嘉比　康作 交代 現存
     (薬       2) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39109･4079･8 病院前薬局 〒905-0016 0980-51-1775合同会社浅沼　代表社浅沼　健一 平27.10. 1 薬局
     名護市大東３丁目２１番２２号 常　勤:    1員　浅沼　奈美 交代 現存
     (薬       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39209･4080･6 ふく薬局　名桜通り店〒905-0006 0980-51-0333株式会社ふく薬品　代宮川　智紗 平28. 1. 1 薬局
     名護市字宇茂佐１７０３－１０１常　勤:    1表取締役　田仲　康晃 新規 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39309･4082･2 クイック調剤薬局　名〒905-0006 0980-45-0077ＱＵＩＣＫファーマシ伊川　勇樹 平28. 6. 1 薬局
     護バスターミナル前店名護市宇茂佐９１９－７ 常　勤:    1ー合同会社　代表社員 新規 現存
     (薬       1)　知花　朝彦 平28. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39409･4083･0 名護中央薬局　城店 〒905-0013 0980-52-5550合同会社康　代表社員神山　康博 平28.11. 1 薬局
     名護市城２－１０－１４ 常　勤:    1　神山　康馬 組織変更 現存
     (薬       1) 平28.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39509･4084･8 名護中央薬局　大中店〒905-0017 0980-52-7550合同会社康　代表社員神山　えり子 平28.11. 1 薬局
     名護市大中５－４－４７ 常　勤:    1　神山　康馬 組織変更 現存
     (薬       1) 平28.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39609･4085･5 株式会社　祥陽会　屋〒905-1632 0980-52-8877株式会社　祥陽会　代中村　俊満 平28.11. 1 薬局
     我地薬局 名護市字饒平名４６５－１ 常　勤:    1表取締役　中村　俊満 組織変更 現存
     (薬       1) 平28.11. 1
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  39709･4086･3 合同会社　神山薬局名〒905-0016 0980-52-3619合同会社　神山薬局名神山　康喜 平28.12. 1 薬局
     護 名護市大東１－１－８ 常　勤:    2護　代表社員　神山　 組織変更 現存
     (薬       2)康喜 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39809･4087･1 サンキュウファーマシ〒905-0019 0980-51-1939株式会社サンキュウフ我喜屋　聡 平29. 3. 1 薬局
     ー名護店 名護市大北５－３－６ 常　勤:    3ァーマシー　代表取締 その他 現存
     (薬       3)役　田仲　和惠 平29. 3. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39909･4088･9 ぱいん薬局　おおひが〒905-0016 0980-43-6600株式会社ぱいん　代表田仲　康人 平29. 9. 1 薬局
     し店 名護市大東１－５－２６ 常　勤:    1取締役　田仲　康人 組織変更 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40010･4018･4 あはごん薬局 〒901-0301 098-995-1256有限会社オーエムファ新垣　良文 平10. 3. 1 薬局
     糸満市阿波根１５５２－５ 常　勤:    2ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　　荻堂　芳夫 平28. 3. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40110･4019･2 ひまわり薬局 〒901-0313 098-992-1125有限会社　ひまわり薬具志堅　興信 平10. 3. 1 薬局
     糸満市賀数４１０－２ 常　勤:    2局　具志堅　興信 新規 現存
     (薬       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40210･4021･8 南山薬局 〒901-0362 098-995-1124有限会社　ヒューチャ伊敷　幸太郎 平11.12. 1 薬局
     糸満市真栄里９０８ 常　勤:    3ー　代表取締役　伊敷 新規 現存
     (薬       3)　松太郎 平29.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40310･4022･6 レモン薬局 〒901-0302 098-995-0023有限会社　ナカオ商事平田　崇 平12. 8. 1 薬局
     糸満市潮平７０６－７ 常　勤:    3　代表取締役　仲西　 新規 現存
     (薬       3)英雄 平24. 8. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40410･4025･9 おれんじ薬局 〒901-0361 098-840-3272有限会社　トーユー　當銘　裕子 平16. 7. 1 薬局
     糸満市糸満１２６９ 常　勤:    1代表取締役　當銘　裕 新規 現存
     (薬       1)子 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  40510･4026･7 あさひの薬局　糸満店〒901-0302 098-995-2225有限会社　サンエステ座安　恭平 平17.10. 1 薬局
     糸満市潮平７８７－１５ 常　勤:    3ル　代表取締役　座安 新規 現存
     (薬       3)　恭平 平29.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40610･4027･5 有限会社晴天堂薬局 〒901-0305 098-992-3158有限会社　晴天堂　代金城　龍男 平18. 7. 1 薬局
     糸満市西崎６丁目１６－６ 常　勤:    1表取締役　金城　龍男 組織変更 現存
     (薬       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40710･4030･9 ゆい薬局　真栄里店 〒901-0362 098-994-4193株式会社　ドゥリーム福田　篤 平21. 5. 1 薬局
     糸満市真栄里２０２４番地の３ 常　勤:    3　代表取締役　桑江　 新規 現存
     (薬       3)常康 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40810･4032･5 たんぽぽ薬局 〒901-0302 098(992)4018南日本薬品株式会社　吉田　光江 平22. 9. 6 薬局
     糸満市潮平７０８番地１９ 常　勤:    1代表取締役　吉田　將 移動 現存
     (薬       1)司 平28. 9. 6
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40910･4036･6 なかむら薬局 〒901-0305 098-851-8340中村　悟 中村　悟 平24. 8. 1 薬局
     糸満市西崎２－７－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41010･4037･4 ゆい潮平薬局 〒901-0302 098-992-6122株式会社　ゆい沖縄　長瀬　涼 平24. 9. 1 薬局
     糸満市字潮平７６７番地１９ 常　勤:    2代表取締役　城間　盛 交代 現存
     (薬       2)弘 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41110･4038･2 薬志堂薬局　真栄里店〒901-0362 098-987-1128有限会社　薬志堂　代當山　結 平24.10. 1 薬局
     糸満市真栄里２０３６番地１ 常　勤:    3表取締役　塚本　徳子 交代 現存
     (薬       3) 平24.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41210･4041･6 ゆい西崎薬局 〒901-0305 098-851-7600株式会社Ｙｓ　Ｌｉｆ山城　巨佳 平25. 6. 1 薬局
     糸満市西崎２丁目２６番１１号 常　勤:    2ｅ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　 交代 現存
     (薬       2)代表取締役　山城　巨 平25. 6. 1
     非常勤:    2佳
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  41310･4042･4 薬局　えぱーわーな～〒901-0314 098-851-8951平良　恭子 平良　恭子 平26. 8. 1 薬局
     糸満市字座波１８２２－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41410･4043･2 なごみ薬局 〒901-0346 098-851-9944有限会社　ヒューチャ伊敷　美佳 平26. 9. 1 薬局
     糸満市潮崎町２－１－１３ 常　勤:    1ー　代表取締役　伊敷 新規 現存
     (薬       1)　松太郎 平26. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41510･4044･0 金城薬局 〒901-0362 098-992-3643金城　亜美 金城　亜美 平27. 2. 1 薬局
     糸満市字真栄里２０４８番地５ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41610･4047･3 ほがらか薬局 〒901-0301 098-995-6665琉球クオール株式会社小酒　千佳代 平28. 4. 1 薬局
     糸満市阿波根８７３番地－１ 常　勤:    2　代表取締役　仲里　 交代 現存
     (薬       2)すが子 平28. 4. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41710･4048･1 りんご調剤薬局　糸満〒901-0334 098-997-4778南日本薬品株式会社　川満　裕次郎 平28. 5. 2 薬局
     店 糸満市字大度５１５－１ 常　勤:    1代表取締役　吉田　將 移動 現存
     (薬       1)司 平28. 5. 2
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41810･4050･7 新垣薬局 〒901-0361 098-992-2362新垣　秀幸 新垣　秀幸 平28.10.21 薬局
     糸満市糸満９８９－２８ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平28.10.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41910･4051･5 新垣薬局　かねひで店〒901-0303 098-840-3030新垣　秀幸 新垣　裕章 平30. 1. 1 薬局
     糸満市兼城４００ 常　勤:    2 移動 現存
     (薬       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42011･4005･9 豊見城薬局 〒901-0244 098-852-2811株式会社　ジーセット長谷川　幸司 平10. 9. 1 薬局
     豊見城市宜保２６６－２１ 常　勤:    9メディカル　代表取締 新規 現存
     (薬       9)役　平尾　慎一郎 平28. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  42111･4006･7 松島薬局　豊見城店 〒901-0241 098-852-2666有限会社　ヘルス　代高良　操 平11. 2. 1 薬局
     豊見城市豊見城２９３－２ 常　勤:    1表取締役　高良　操 新規 現存
     (薬       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42211･4009･1 とみー薬局 〒901-0241 098-851-0266富田　雅章 富田　雅章 平14. 6. 1 薬局
     豊見城市豊見城４４５－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平26. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42311･4010･9 はいさい薬局 〒901-0212 098-851-2018有限会社　いこい　代新垣　雅史 平15. 2. 1 薬局
     豊見城市平良５７３－１ 常　勤:    1表取締役　新垣　雅史 新規 現存
     (薬       1) 平27. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42411･4011･7 てぃみぐ薬局 〒901-0235 098-891-6287株式会社　アシスト　西田　朋子 平15.10. 1 薬局
     豊見城市名嘉地２２０－６ 常　勤:    1代表取締役　仲宗根　 新規 現存
     (薬       1)辰弥 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42511･4012･5 サンアイ薬局 〒901-0244 098-850-0005有限会社　エヌ・オー下地　みずほ 平15.11. 1 薬局
     豊見城市宜保二丁目６番地６ 常　勤:    1・ケイ　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)仲程　京太 平27.11. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42611･4018･2 ミッキー薬局 〒901-0244 098-840-2007有限会社　ヘルスプラ當眞　嗣英 平17. 9. 1 薬局
     豊見城市宜保二丁目１番地１１コ常　勤:    2ザミッキー　代表取締 新規 現存
     ーポパークサイド１Ｆ (薬       2)役　當眞　嗣英 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42711･4019･0 しんせい薬局　豊見城〒901-0244 098-856-9901合資会社　伸成　代表弦間　直子 平17.10. 3 薬局
     店 豊見城市宜保二丁目６番地１１ 常　勤:    2者　諸喜田　博之 新規 現存
     (薬       2) 平29.10. 3
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42811･4021･6 あいらんど薬局　豊見〒901-0244 098-852-2425株式会社　ジーセット藤田　良子 平18. 6. 1 薬局
     城中央病院前店 豊見城市宜保２６６番地の１６ 常　勤:    3メディカル　代表取締 新規 現存
     (薬       3)役　平尾　慎一郎 平30. 6. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
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  42911･4022･4 会営薬局　とよみ 〒901-0244 098-856-4160一般社団法人　沖縄県與世平　千夏 平18. 7. 1 薬局
     豊見城市宜保２７１番地１ 常　勤:    3薬剤師会　会長　亀谷 移動 現存
     (薬       3)　浩昌 平24. 7. 1
     非常勤:   23
     (薬      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43011･4023･2 いちご薬局　とよみ店〒901-0231 098-963-8887有限会社　護　薬品　小松　由起子 平19. 7. 1 薬局
     豊見城市我那覇４７８番地１　１常　勤:    3代表取締役　佐土原　 新規 現存
     Ｆ (薬       3)七重 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43111･4024･0 アジアン薬局 〒901-0244 098-850-7734株式会社　ＧＥＮコー嘉数　永子 平20. 1. 1 薬局
     豊見城市宜保２丁目７番地１８ウ常　勤:    2ポレーション　代表取 新規 現存
     エストブルー２－Ａ (薬       2)締役　元田　聡 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43211･4026･5 ミント薬局　豊見城店〒901-0244 098-850-7666有限会社　かわみつ　仲宗根　正人 平22. 8. 1 薬局
     豊見城市宜保五丁目１番地２ 常　勤:    1代表取締役　川満　建 新規 現存
     (薬       1)英 平28. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43311･4027･3 小禄東薬局 〒901-0241 098-891-6433三谷　林太郎 三谷　鈴代 平22.12. 1 薬局
     豊見城市豊見城３７１－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43411･4028･1 ハープ薬局　とみしろ〒901-0243 098-851-2100株式会社　ユーガ　代玉澤　真理子 平24. 6. 1 薬局
     店 豊見城市上田１－１ 常　勤:    1表取締役　大城　文男 新規 現存
     (薬       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43511･4029･9 いちご薬局　真玉橋店〒901-0201 098-996-3115有限会社　護薬品　代飯島　健治 平25.10. 1 薬局
     豊見城市字真玉橋２８５－１　１常　勤:    4表取締役　佐土原　七 新規 現存
     Ｆ (薬       4)重 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43611･4030･7 そうごう薬局　豊見城〒901-0213 098-891-7771総合メディカル株式会南雲　翔太 平26. 5. 1 薬局
     店 豊見城市高嶺３９５－１０３ 常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平26. 5. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  43711･4032･3 すみれ薬局 〒901-0235 098-850-2510株式会社クワトロ　代政枝　秀治 平29.10. 1 薬局
     豊見城市字名嘉地２２８－１　１常　勤:    1表取締役　政枝　秀治 交代 現存
     Ｆ (薬       1) 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43811･4033･1 万年堂薬局　平良店 〒901-0212 098-850-3290新垣　梓 新垣　梓 平30. 4. 1 薬局
     豊見城市字平良１０３－３ 常　勤:    3 交代 現存
     (薬       3) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43912･4002･4 ゆうな薬局 〒901-1206 098(945)6999株式会社筑後　代表取高木　宏之 昭64. 1. 1 薬局
     南城市大里仲間１１３３－４ 常　勤:    1締役　大神　淳郎 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44012･4004･0 瀬底薬局 〒901-1414 098-947-0511瀬底　正也 瀬底　正也 平 7.11. 1 薬局
     南城市佐敷津波古１５７ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44112･4005･7 いず薬局 〒901-1505 098-947-1083伊集　俊雄 伊集　俊雄 平 7.12. 1 薬局
     南城市知念久原５８６－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44212･4008･1 りんりん堂薬局 〒901-1208 098-882-0051林　伸嘉 林　伸嘉 平17. 8. 1 薬局
     南城市大里字平良２５６８－２ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44312･4009･9 すこやか薬局　大里店〒901-1204 098-946-8004株式会社　薬正堂　代上原　陽子 平18. 1.16 薬局
     南城市大里稲嶺２０２５番地２ 常　勤:    1表取締役　宮里　敏行 移動 現存
     (薬       1) 平30. 1.16
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44412･4017･2 くすみ薬局 〒901-1208 098-945-9990楠見　康夫 楠見　康夫 平25. 1. 1 薬局
     南城市大里字平良２５４５番地１常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  44512･4018･0 はくあい薬局 〒904-1414 098-947-3377有限会社シリウス　代砂川　麻紀 平25. 4. 1 薬局
     南城市佐敷字津波古西原２３１０常　勤:    3表取締役　砂川　麻紀 新規 現存
     －２ (薬       3) 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44612･4019･8 ＪＲ九州ドラッグイレ〒901-1414 098-947-1157ＪＲ九州ドラッグイレ濱野　唯 平25. 4. 1 薬局
     ブン薬局　佐敷店 南城市佐敷字津波古１２２６番１常　勤:    2ブン株式会社　代表取 新規 現存
     (薬       2)締役　今林　泰 平25. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44712･4020･6 くはら薬局 〒901-1505 098-852-5740ファミファ創健株式会伊集　智英 平27.11. 1 薬局
     南城市知念字久原６９３ 常　勤:    2社　代表取締役　伊集 新規 現存
     (薬       2)　智英 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44821･4019･9 上原薬局 〒905-1411 0980(41)2121上原　学 上原　学 平 5.11. 1 薬局
     国頭郡国頭村辺土名２１５－１ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44921･4020･7 もとぶ薬局 〒905-0212 0980(47)3358有限会社　タウンファ喜納　香織 平 6. 2. 1 薬局
     国頭郡本部町大浜８８０－３ 常　勤:    1ーマシー　代表取締役 現存
     (薬       1)　宮里　馨 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45021･4024･9 謝名薬局 〒905-0414 0980-56-5810有限会社オギメディカ荻堂　盛浩 平 7. 7. 1 薬局
     国頭郡今帰仁村謝名４４３－３ 常　勤:    2ル　代表取締役　荻堂 新規 現存
     (薬       2)　盛浩 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45121･4032･2 くにがみ薬局 〒905-1411 0980-41-3377株式会社リーフ　代表安里　美幸 平11. 3.23 薬局
     国頭郡国頭村辺土名１３９ 常　勤:    1取締役　前川　征人 組織変更 現存
     (薬       1) 平29. 3.23
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45221･4033･0 ほし薬局 〒904-1201 098-968-6071有限会社　ドリーム　安里　美代子 平14. 9. 1 薬局
     国頭郡金武町金武７９０６－７ 常　勤:    1代表取締役　安里　美 新規 現存
     (薬       1)代子 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  45321･4034･8 金武薬局 〒904-1201 098-968-2899有限会社　金武薬局　名嘉眞　廉 平14.10. 1 薬局
     国頭郡金武町金武８８ 常　勤:    1代表取締役　玉城　香 移動 現存
     (薬       1)織 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45421･4036･3 恩納薬局 〒904-0411 098-966-2924南日本薬品株式会社　吉田　將司 平18. 4. 1 薬局
     国頭郡恩納村恩納６３０２ 常　勤:    1代表取締役　吉田　將 移動 現存
     (薬       1)司 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45521･4037･1 みなみ薬局 〒904-0411 098-966-2277松井　深寿也 松井　美智子 平18. 5. 1 薬局
     国頭郡恩納村恩納６３０３番地の常　勤:    1 新規 現存
     ２ (薬       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45621･4038･9 ふく薬局　もとぶ店 〒905-0212 0980-51-6336株式会社　ふく薬品　玉城　尚洋 平18.11. 1 薬局
     国頭郡本部町大浜８８０番地４ 常　勤:    1代表取締役　田仲　康 新規 現存
     (薬       1)晃 平24.11. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45721･4043･9 こぐま薬局 〒904-1201 098-963-2200株式会社リトルベア　奥間　美智子 平25. 6. 1 薬局
     国頭郡金武町字金武４７９０－２常　勤:    2代表取締役　奥間　美 組織変更 現存
     (薬       2)智子 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45821･4045･4 セブンス薬局　金武店〒904-1201 098-989-0977株式会社　ファイブセ小林　澄生 平28. 8. 1 薬局
     国頭郡金武町字金武１０９０６番常　勤:    1ブン　代表取締役　星 新規 現存
     地 (薬       1)野　律子 平28. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45921･4046･2 ふる里薬局 〒905-1311 0980-50-5808原田　秀樹 原田　秀樹 平29. 1. 1 薬局
     国頭郡大宜味村字塩屋１３０６番常　勤:    1 交代 現存
     地６３ (薬       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46021･4047･0 有限会社　内間薬局 〒905-0503 0980-49-2123有限会社　内間薬局　内間　あゆこ 平29. 1. 1 薬局
     国頭郡伊江村川平１３１－１ 常　勤:    3代表取締役　内間　俊 移動 現存
     (薬       3)和 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  46121･4048･8 かんな薬局 〒904-1304 098-983-2093有限会社あおば　代表大城　賢治 平29. 6. 1 薬局
     国頭郡宜野座村字漢那４６９番地常　勤:    1取締役　石井　丈之 交代 現存
     ３ (薬       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46221･4049･6 アイン薬局　美ら海店〒905-0214 0980-47-5777株式会社アインファー濱田　稔 平30. 4. 1 薬局
     国頭郡本部町大浜８７４－２ 常　勤:    1マシーズ　代表取締役 交代 現存
     (薬       1)　大石　美也 平30. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46322･4007･2 やまびこ薬局 〒904-0323 098(958)6030山内　昌彦 山内　昌彦 昭47. 5.15 薬局
     中頭郡読谷村高志保１３１８ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46422･4043･7 かりゆし薬局 〒904-0325 098(958)6885有限会社　タウンファ永山　裕 平 6. 9. 1 薬局
     中頭郡読谷村瀬名波４６８－１ 常　勤:    1ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　宮里　馨 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46522･4053･6 いるか薬局 〒903-0126 098-945-4591株式会社　メディケイ山城　典子 平 8. 5. 1 薬局
     中頭郡西原町棚原１丁目２０番地常　勤:    1ト　代表取締役　粟國 新規 現存
     の１４ (薬       1)　幸成 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46622･4057･7 すばる薬局 〒903-0121 098-944-0920有限会社すばる　代表山口　博道 平 9. 1.17 薬局
     中頭郡西原町内間５１８－１ 常　勤:    2取締役　島袋　功 組織変更 現存
     (薬       2) 平30. 1.17
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46722･4066･8 クローバー薬局 〒904-0111 098-982-7351有限会社　クローバー宮里　民子 平10. 4. 1 薬局
     中頭郡北谷町砂辺３１６－３ 常　勤:    1薬局　代表取締役　宮 新規 現存
     (薬       1)里　民子 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46822･4067･6 会営薬局うえはら 〒903-0125 098(946)1185一般社団法人　沖縄県大城　久美子 平10. 7. 1 薬局
     中頭郡西原町上原１丁目２６番地常　勤:    6薬剤師会　会長　亀谷 移動 現存
     の１ (薬       6)　浩昌 平28. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［沖縄県］

［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    61 頁

  46922･4068･4 すこやか薬局　北谷店〒904-0101 098-926-3399株式会社　薬正堂　代砂川　秀樹 平10.12. 1 薬局
     中頭郡北谷町上勢頭６２９－２ 常　勤:    1表取締役　宮里　敏行 新規 現存
     (薬       1) 平28.12. 1
     非常勤:   23
     (薬      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47022･4072･6 大北薬局 〒904-0101 098-926-1452有限会社　大北薬局　大田　透 平11. 8. 2 薬局
     中頭郡北谷町上勢頭８１１－３ 常　勤:    3代表取締役　大田　透 組織変更 現存
     (薬       3) 平29. 8. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47122･4078･3 カナン薬局 〒903-0116 098-944-3508有限会社　カナン　代嘉陽　宗尚 平13. 6. 1 薬局
     中頭郡西原町幸地７２４－１ 常　勤:    4表取締役　豊岡　伸 交代 現存
     (薬       4) 平25. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47222･4081･7 ゆい薬局 〒904-0203 098-956-9777株式会社　ドゥリーム橋本　正嗣 平14. 2. 1 薬局
     中頭郡嘉手納町嘉手納２６１ 常　勤:    3　代表取締役　桑江　 新規 現存
     (薬       3)常康 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47322･4082･5 役場前薬局 〒903-0122 098-882-8946株式会社　プロファー島袋　泉美 平14. 2.12 薬局
     中頭郡西原町小橋川１６４－４ 常　勤:    1マシー　代表取締役　 移動 現存
     (薬       1)服部　大 平26. 2.12
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47422･4084･1 ひかり薬局　北谷店 〒904-0117 098-926-3211有限会社　光和　代表大城　健夫 平14. 4. 1 薬局
     中頭郡北谷町北前１－２２－３ 常　勤:    1取締役　小嶺　幸徳 移動 現存
     (薬       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47522･4085･8 あさひの薬局 〒904-0305 098-956-7011有限会社　吾妻サンラ山本　みゆき 平14. 8. 1 薬局
     中頭郡読谷村都屋２３２－３ 常　勤:    2イズ　代表取締役　島 新規 現存
     (薬       2)袋　悦子 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47622･4091･6 うさぎ薬局 〒903-0124 098-835-8608有限会社　結　取締役須藤　和彦 平15.10. 1 薬局
     中頭郡西原町呉屋１０２－２ 常　勤:    2　川上　善久 新規 現存
     (薬       2) 平27.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
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  47722･4092･4 さわやか薬局　西原店〒903-0118 098-944-2988有限会社　さわやか薬大塚　千賀子 平16. 9. 1 薬局
     中頭郡西原町小波津３－７ 常　勤:    3局　取締役　國吉　み 新規 現存
     (薬       3)どり 平28. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47822･4093･2 がじまる薬局 〒903-0103 098-835-8800一般社団法人ぎのわん石井　真喜子 平17. 1. 1 薬局
     中頭郡西原町小那覇１６０２－１常　勤:    1健康支援センター　理 組織変更 現存
     (薬       1)事長　新川　重一 平29. 1. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47922･4096･5 うみ薬局 〒903-0122 098-944-4567有限会社　桃源　代表遠藤　紀子 平17. 4. 1 薬局
     中頭郡西原町小橋川１５４－４ 常　勤:    1取締役　桃原　泰誠 新規 現存
     (薬       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48022･4097･3 レキオ薬局 〒903-0125 098-944-3011有限会社　喜寿　代表城間　盛伸 平18. 5. 1 薬局
     中頭郡西原町上原１丁目２５番地常　勤:    6取締役　新垣　友二 交代 現存
     の８ (薬       6) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48122･4098･1 ヘルシー：デポ　よみ〒904-0305 098-957-6550株式会社　ＧＳＯ　代島袋　祐子 平18. 7. 1 薬局
     たん薬局 中頭郡読谷村都屋２５６－１ 常　勤:    1表取締役　三谷　妙子 新規 現存
     (薬       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48222･4100･5 長浜調剤薬局 〒904-0324 098-958-7150株式会社　クワトロ　吉田　英樹 平19.10. 1 薬局
     中頭郡読谷村長浜１５３２－５ 常　勤:    1代表取締役　砂川　泰 新規 現存
     (薬       1)秀 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48322･4101･3 ひなた薬局 〒904-0314 098-957-1782株式会社　ひなた薬局安次嶺　真智子 平20. 9. 1 薬局
     中頭郡読谷村古堅６７４番地１ 常　勤:    1　代表取締役　安次嶺 新規 現存
     (薬       1)　真智子 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48422･4102･1 よつば薬局 〒901-2424 098-895-5511株式会社　万優　代表赤木　宗範 平20.11. 1 薬局
     中頭郡中城村南上原７５０番　カ常　勤:    2取締役　森根　美智子 新規 現存
     サグランデ２１　１０２号 (薬       2) 平26.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
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  48522･4103･9 てる薬局 〒901-2405 098-979-7230照屋　寛哲 照屋　寛哲 平20.11. 1 薬局
     中頭郡中城村屋宜５９５番地３ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48622･4104･7 すこやか薬局　よみた〒904-0305 098-956-1093株式会社　薬正堂　代村田　成夫 平21. 5. 1 薬局
     ん店 中頭郡読谷村都屋１６７－２－１常　勤:    1表取締役　宮里　敏行 新規 現存
     (薬       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48722･4105･4 すこやか薬局　西原店〒903-0125 098-988-1093株式会社　薬正堂　代宮里　達郎 平21. 9. 1 薬局
     中頭郡西原町上原１丁目２５番地常　勤:    1表取締役　宮里　敏行 新規 現存
     の１２ (薬       1) 平27. 9. 1
     非常勤:   25
     (薬      25)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48822･4106･2 にしはら薬局 〒903-0117 098-975-6668有限会社　結　取締役島　史樹 平21.10. 1 薬局
     中頭郡西原町翁長２４０番地の９常　勤:    1　川上　善久 新規 現存
     (薬       1) 平27.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48922･4107･0 かでな調剤薬局 〒904-0202 098-989-4634南日本薬品株式会社　眞喜志　泉 平22. 7. 1 薬局
     中頭郡嘉手納町屋良１０６２番地常　勤:    4代表取締役　吉田　將 新規 現存
     の１ (薬       4)司 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49022･4109･6 ハート薬局　ずけらん〒901-2317 098-989-9810有限会社　ＩＮＳ　代親川　若奈 平24. 1. 1 薬局
     店 中頭郡北中城村瑞慶覧６４５－４常　勤:    2表取締役　島袋　忠雄 新規 現存
     (薬       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49122･4110･4 にしばる薬局 〒903-0121 098-944-2222一般社団法人ぎのわん沖山　勝彦 平24. 3. 1 薬局
     中頭郡西原町内間５０８－１番地常　勤:    1健康支援センター　理 新規 現存
     (薬       1)事長　新川　重一 平30. 3. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  49222･4111･2 宮盛薬局 〒904-0311 098-956-4335伊佐　常隆 伊佐　典子 平24. 4. 2 薬局
     中頭郡読谷村比謝４００番地の４常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平30. 4. 2
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49322･4112･0 きじゅ薬局 〒903-0125 098-944-3003有限会社　喜寿　代表新垣　友二 平24. 7. 1 薬局
     中頭郡西原町上原１丁目２５番地常　勤:    2取締役　新垣　友二 新規 現存
     の７ (薬       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49422･4113･8 すこやか薬局　かけぼ〒903-0101 098-946-1093株式会社　ちばり　代小島　進 平25. 6. 1 薬局
     く店 中頭郡西原町字掛保久２８７番地常　勤:    1表取締役　嘉陽　祐治 新規 現存
     (薬       1) 平25. 6. 1
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49522･4114･6 きずな薬局　桑江店 〒904-0103 098-936-0121合同会社　保険薬局　植木　基彦 平25. 9. 1 薬局
     中頭郡北谷町字桑江１２８番２ 常　勤:    2きずな　代表社員　安 新規 現存
     (薬       2)里　文男 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49622･4115･3 あさひ薬局 〒901-2311 098-935-1646横井　達人 韓　明姫 平26. 7. 1 薬局
     中頭郡北中城村喜舎場３６０番地常　勤:    1 新規 現存
     ４ (薬       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49722･4116･1 すこやか薬局　伊平店〒904-0102 098-936-3093株式会社　薬正堂　代栗﨑　豊三 平26. 8. 1 薬局
     中頭郡北谷町字伊平２５０番地 常　勤:    1表取締役　宮里　敏行 新規 現存
     (薬       1) 平26. 8. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49822･4117･9 ひよこ薬局 〒904-0303 098-956-8749藤原　明人 藤原　明人 平26. 9. 1 薬局
     中頭郡読谷村伊良皆３４１－２ 常　勤:    2 交代 現存
     (薬       2) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49922･4118･7 ＪＲ九州ドラッグイレ〒904-0314 098-921-9313ＪＲ九州ドラッグイレ北池　律文 平27. 2. 1 薬局
     ブン薬局　読谷店 中頭郡読谷村古堅７４０ 常　勤:    1ブン株式会社　代表取 新規 現存
     (薬       1)締役　今林　泰 平27. 2. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
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  50022･4119･5 イオン薬局　ライカム〒901-2305 098-983-8805イオン琉球株式会社　濵口　武司 平27. 4. 1 薬局
     店 中頭郡北中城村アワセ土地区画整常　勤:    6代表取締役社長　佐方 新規 現存
     理事業区域内４街区 (薬       6)　圭二 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50122･4120･3 りんご調剤薬局　西原〒903-0121 098-946-0288南日本薬品株式会社　喜瀬　正哉 平27.10. 1 薬局
     東店 中頭郡西原町字内間３９１番地 常　勤:    1代表取締役　吉田　將 新規 現存
     (薬       1)司 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50222･4121･1 すこやか薬局　ライカ〒901-2305 098-923-2234株式会社　薬正堂　代金谷　智尋 平28. 4. 1 薬局
     ム店 中頭郡北中城村字比嘉４９４番地常　勤:    1表取締役　宮里　敏行 新規 現存
     １ (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50322･4122･9 日本調剤中部薬局 〒901-2305 098-931-9701日本調剤株式会社　代南保　智宏 平28. 4. 1 薬局
     中頭郡北中城村字比嘉５９５－３常　勤:    7表取締役社長　三津原 新規 現存
     丸清アパート１階１０２ (薬       7)　博 平28. 4. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50422･4123･7 あい薬局　ライカム店〒901-2301 098-931-1189有限会社山水　代表取棚田　雅貴 平28. 4. 1 薬局
     中頭郡北中城村字島袋１８８番地常　勤:    2締役　久髙　美佐子 新規 現存
     (薬       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50522･4125･2 ハイジア薬局 〒903-0112 098-944-3321合同会社ＣＯＰＥＲＡ廣川　直子 平29. 7. 1 薬局
     中頭郡西原町我謝７８６－１１ 常　勤:    1　代表社員　廣川　直 新規 現存
     (薬       1)子 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50622･4126･0 てまり中城薬局 〒901-2401 098-895-5588株式会社ぬちぐすいメ藤田　由 平29.12. 1 薬局
     中頭郡中城村久場１２番－１２ 常　勤:    1ディカル　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　橋本　昌子 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50722･4127･8 なみひら薬局 〒904-0322 098-982-9333株式会社　筑後　代表禅院　知靖 平30. 4. 1 薬局
     中頭郡読谷村字波平２６０－１ 常　勤:    1取締役　大神　淳郎 新規 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  50823･4058･3 さかき薬局 〒901-1117 098-889-8600有限会社　たお　代表島田　博光 平 9. 4. 9 薬局
     島尻郡南風原町津嘉山１５９３ 常　勤:    2取締役　平良　辰雄 移動 現存
     (薬       2) 平30. 4. 9
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50923･4060･9 つつじ薬局ヨナ原 〒901-1303 098-946-7372株式会社　つつじ　代髙田　禎子 平10. 2. 1 薬局
     島尻郡与那原町与那原２９１８ 常　勤:    2表取締役　田場　芳枝 新規 現存
     (薬       2) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51023･4063･3 あおぞら薬局 〒901-1103 098-835-6633有限会社ブルースカイ知念　大輔 平10. 9. 1 薬局
     島尻郡南風原町与那覇２３６－１常　勤:    3　取締役　比嘉　照 新規 現存
     (薬       3) 平28. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51123･4067･4 （株）たいよう薬局 〒901-3121 098-985-4401株式会社　たいよう　本田　洋佑 平12. 4. 1 薬局
     島尻郡久米島町嘉手苅１３６４－常　勤:    3代表取締役　山城　恵 新規 現存
     １ (薬       3)子 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51223･4073･2 いじゅの木薬局 〒901-1303 098-944-6330伊集　盛雄 伊集　盛雄 平13. 9. 1 薬局
     島尻郡与那原町与那原１１１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平25. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51323･4076･5 いちご薬局 〒901-1302 098-944-1309有限会社　護薬品　代七五三掛　弘江 平14. 9. 1 薬局
     島尻郡与那原町上与那原３４０－常　勤:    5表取締役　佐土原　七 新規 現存
     ２ (薬       5)重 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51423･4077･3 トマト薬局 〒901-1303 098-944-2646有限会社　護薬品　代平　京子 平14. 9. 1 薬局
     島尻郡与那原町与那原１００４ 常　勤:    1表取締役　佐土原　七 新規 現存
     (薬       1)重 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  51523･4079･9 寿薬局 〒901-1104 098-889-5775有限会社　寿ランド　平良　壽次 平16. 7. 1 薬局
     島尻郡南風原町宮平４９８ 常　勤:    1代表取締役　平良　壽 新規 現存
     (薬       1)彦 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51623･4084･9 クローバー薬局 〒901-1105 098-888-2455有限会社　万世　代表小波蔵　廣美 平17.10. 1 薬局
     島尻郡南風原町新川４２３－７ 常　勤:    4取締役　森根　美智子 移動 現存
     (薬       4) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51723･4085･6 すこやか薬局　新川店〒901-1105 098-882-7111株式会社　薬正堂　代比嘉　朋子 平18. 4. 1 薬局
     島尻郡南風原町新川１０１‐３番常　勤:    1表取締役　宮里　敏行 新規 現存
     地 (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:   22
     (薬      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51823･4086･4 サン薬局 〒901-1105 098-888-5840有限会社　万世　代表上原　美佳 平18. 4. 1 薬局
     島尻郡南風原町新川６７－１０ 常　勤:    5取締役　森根　美智子 新規 現存
     (薬       5) 平30. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51923･4087･2 クララ薬局 〒901-1114 098-889-8787有限会社　メディキャ寺田　尚弘 平18. 8. 1 薬局
     島尻郡南風原町神里４３４番地の常　勤:    2ッスル　代表取締役　 移動 現存
     １ (薬       2)宮城　敦子 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52023･4088･0 東風平薬局 〒901-0401 098-998-2337新垣　洋介 新垣　由梨子 平19. 8. 1 薬局
     島尻郡八重瀬町東風平１４２９－常　勤:    2 新規 現存
     ２ (薬       2) 平25. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52123･4092･2 くじら薬局 〒901-0512 098-840-7686オシアナス株式会社　仲座　勝美 平20. 5. 1 薬局
     島尻郡八重瀬町具志頭１５４番地常　勤:    1代表取締役　神山　一 新規 現存
     １０ (薬       1)朗 平26. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  52223･4094･8 （株）たいよう薬局　〒901-3112 098-985-8040株式会社　たいよう　山城　晶 平20. 7. 1 薬局
     東店 島尻郡久米島町真我里７５－８ 常　勤:    1代表取締役　山城　恵 新規 現存
     (薬       1)子 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52323･4095･5 ヴァインドラッグ　あ〒901-1304 098-987-5535有限会社　みなと薬品瀧　浩章 平20.12. 1 薬局
     がり浜薬局 島尻郡与那原町東浜６８番１－２常　勤:    2　代表取締役　盛本　 新規 現存
     (薬       2)昌秀 平26.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52423･4096･3 会営薬局　医療センタ〒901-1105 098-963-8940一般社団法人　沖縄県城間　盛光 平21. 3. 1 薬局
     ー前 島尻郡南風原町新川２１８番地１常　勤:    1薬剤師会　会長　亀谷 新規 現存
     ０ (薬       1)　浩昌 平27. 3. 1
     非常勤:   25
     (薬      25)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52523･4099･7 南薬局 〒901-1111 098(889)7378株式会社筑後　代表取佐々木　聡 平21.10. 1 薬局
     島尻郡南風原町兼城７２４ 常　勤:    2締役　大神　淳郎 移動 現存
     (薬       2) 平27.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52623･4100･3 千寿薬局 〒901-0405 098-840-7600有限会社オーエムファ池宮　秀昭 平22. 1. 1 薬局
     島尻郡八重瀬町伊覇３０８番地 常　勤:    1ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　　荻堂　芳夫 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52723･4101･1 あにも調剤薬局 〒901-0405 098-998-1189荒井　千春 荒井　千春 平22. 5. 1 薬局
     島尻郡八重瀬町伊覇６５－２４ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52823･4102･9 とくりん薬局 〒901-1103 098-889-3580株式会社　ユース　代兼城　崇 平23. 6. 1 薬局
     島尻郡南風原町与那覇２８３番地常　勤:    6表取締役　大城　朝徳 新規 現存
     (薬       6) 平29. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  52923･4104･5 みのり薬局 〒901-1304 098-946-4690株式会社　全人幸　代知念　正人 平25. 5. 1 薬局
     島尻郡与那原町字東浜９０－４ 常　勤:    4表取締役　知念　正人 移動 現存
     (薬       4) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53023･4105･2 ハープ薬局　つかざん〒901-1117 098-888-3363株式会社　ユーガ　代國吉　直子 平25. 8. 1 薬局
     店 島尻郡南風原町字津嘉山１４９０常　勤:    6表取締役　大城　文男 新規 現存
     番地メディカルプラザつかざん１(薬       6) 平25. 8. 1
     Ｆ 非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53123･4107･8 イオン薬局　南風原店〒901-1114 098-940-6120イオン琉球株式会社　金城　絵理子 平26. 8. 1 薬局
     島尻郡南風原町字宮平２６４ 常　勤:    4代表取締役社長　佐方 新規 現存
     (薬       4)　圭二 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53223･4108･6 あらかわ薬局 〒901-1105 098-987-0618株式会社　沖縄ファー仲西　安則 平26. 8. 1 薬局
     島尻郡南風原町新川１６３－１４常　勤:    2マシー　代表取締役　 交代 現存
     (薬       2)生駒　忠史 平26. 8. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53323･4109･4 森の薬屋　薬局 〒901-0406 098-998-0007有限会社　吾妻サンラ島袋　悦子 平26.10. 1 薬局
     島尻郡八重瀬町屋宜原２３８－１常　勤:    1イズ　代表取締役　島 新規 現存
     (薬       1)袋　悦子 平26.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53423･4110･2 ひだまり薬局 〒901-1105 098-987-1065合同会社ぐるくん　代安次冨　久美子 平26.11. 1 薬局
     島尻郡南風原町字新川２１４－２常　勤:    1表社員　安次冨　久美 組織変更 現存
     (薬       1)子 平26.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53523･4111･0 りんご調剤薬局　東風〒901-0401 098-987-4768南日本薬品株式会社　池間　功 平27. 3. 1調剤 薬局
     平店 島尻郡八重瀬町字東風平１２０９常　勤:    1代表取締役　吉田　將 新規 現存
     －１６ (薬       1)司 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53623･4113･6 新生堂薬局　琉球つか〒901-1117 098-940-6020株式会社新生堂薬局　三木　昌子 平28. 2. 1 薬局
     ざん店 島尻郡南風原町字津嘉山１３１５常　勤:    1代表取締役　水田　雅 新規 現存
     －１ (薬       1)幸 平28. 2. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  53723･4115･1 あぐに薬局 〒901-3702 098-988-2345株式会社プチファーマ澁谷　彰 平28. 8. 1 薬局
     島尻郡粟国村字東４５５－２ 常　勤:    1シスト　代表取締役　 交代 現存
     (薬       1)柳生　美江 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53823･4116･9 ゆい薬局　江口店 〒901-1303 098-988-0693株式会社　ドゥリーム星野　誠 平28.10. 1 薬局
     島尻郡与那原町与那原３６９１番常　勤:    2　代表取締役　桑江　 交代 現存
     地１ (薬       2)常康 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53923･4117･7 すこやか薬局　外間店〒901-0417 098-851-4077株式会社　薬正堂　代宮城　友寛 平28.12. 1 薬局
     島尻郡八重瀬町外間１５７－１ 常　勤:    1表取締役　宮里　敏行 新規 現存
     (薬       1) 平28.12. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54023･4118･5 りんご薬局　新川店 〒901-1105 098-894-6356南日本薬品株式会社　齋藤　育弘 平29. 5. 1 薬局
     島尻郡南風原町新川２１７－４　常　勤:    3代表取締役　吉田　將 新規 現存
     １Ｆ (薬       3)司 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54123･4119･3 メルシー薬局　かねぐ〒901-1111 098-888-3888一般社団法人ぎのわん新垣　慶朗 平29. 5. 1 薬局
     すく 島尻郡南風原町兼城６５６－３ 常　勤:    3健康支援センター　理 新規 現存
     (薬       3)事長　新川　重一 平29. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54223･4120･1 ｏｎｅハート南風原薬〒901-1116 098-996-1400株式会社　ファイブセ嘉陽　孝雄 平29. 5. 1 薬局
     局 島尻郡南風原町照屋３６２ 常　勤:    1ブン　代表取締役　星 交代 現存
     (薬       1)野　律子 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54323･4121･9 ハープ薬局　やえせ店〒901-0405 098-998-7766株式会社Ｈａｐｃｙ　德武　丈示 平29.12. 1 薬局
     島尻郡八重瀬町字伊覇５４－３　常　勤:    1代表取締役　大城　文 新規 現存
     １Ｆ－２ (薬       1)男 平29.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54423･4122･7 さんご薬局 〒901-1304 098-917-6363株式会社ファインアシ古賀　功 平30. 4. 1 薬局
     島尻郡与那原町東浜９３－３－１常　勤:    1スト　代表取締役　山 新規 現存
     ０２ (薬       1)内　佳代 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)


