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    101-4018-4 株式会社　新田薬局 〒790-0012 089-943-0001株式会社　新田薬局　新田　佳代子 昭53.10.10調剤 薬局
     松山市湊町三丁目７の５番地 常　勤:    1代表取締役　新田　佳 新規 現存
     (薬       1)代子 平29.10.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-4050-7 マリア薬局 〒790-0822 089-927-3345曽我部　澄江 曽我部　澄江 昭39. 4.27調剤 薬局
     松山市高砂町四丁目１０２番地６常　勤:    1 新規 休止
     (薬       1) 平30. 4.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301-4126-5 大手町薬局 〒790-0067 089-946-1088黒川　秀治 黒川　秀治 昭57. 5. 4調剤 薬局
     松山市大手町一丁目１４番地２ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 5. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401-4134-9 有限会社　センター薬〒791-8076 089-951-2330有限会社　センター薬田中　康夫 昭59. 3. 1調剤 薬局
     局 松山市会津町１１番地 常　勤:    1局　代表取締役　中川 新規 現存
     (薬       1)　強 平29. 3. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501-4135-6 近藤薬局 〒790-0032 089-921-3838近藤　元規 近藤　元規 昭59. 2.22調剤 薬局
     松山市土橋町１６番地１ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平29. 2.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601-4145-5 有限会社　みどり調剤〒790-0003 089-933-3116有限会社　みどり調剤松原　幸子 昭60. 9. 1調剤 薬局
     薬局 松山市三番町６丁目２番地１５ 常　勤:    2薬局　代表取締役　浅 新規 現存
     (薬       2)川　公夫 平24. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701-4155-4 有限会社　東雲薬局 〒790-0004 089-921-7447有限会社　東雲薬局　高井　哲夫 昭62.12.14調剤 薬局
     松山市大街道３丁目２番地４３ 常　勤:    1代表取締役　高井　哲 新規 現存
     (薬       1)夫 平29.12.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801-4163-8 皇漢堂薬局 〒790-0916 089-946-2258土居　美代子 土居　通靖 平 2. 1. 1調剤 薬局
     松山市束本町二丁目１１番２２号常　勤:    1 新規 休止
     (薬       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901-4166-1 有限会社　芳村薬局星〒790-0922 089-958-6003有限会社　芳村薬局　芳村　智子 平 2. 7. 1調剤 薬局
     ケ岡店 松山市星岡五丁目４番７号 常　勤:    3代表取締役　芳村　訓 新規 現存
     (薬       3) 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   1001-4167-9 ツルヤ薬局 〒790-0004 089-943-6292株式会社　ツルヤ薬局靏田　孝 平 2.10. 1調剤 薬局
     松山市大街道二丁目４番地４ 常　勤:    1　代表取締役　靏田　 新規 現存
     (薬       1)孝 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101-4172-9 有限会社　冨士薬局 〒790-0038 089-943-0601有限会社　冨士薬局　河本　ミツエ 平 4. 5.11調剤 薬局
     松山市和泉北２丁目１３－２６ 常　勤:    1代表取締役　河本　ミ 新規 休止
     (薬       1)ツエ 平28. 5.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201-4175-2 同仁堂漢方薬局 〒790-0864 089-946-3586石藏　正男 石藏　福代 平 4.11. 1調剤 薬局
     松山市築山町８番１９号 常　勤:    1 新規 休止
     (薬       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301-4192-7 健生薬局 〒790-0003 089-932-4408株式会社　健生ファル村上　祥子 平 6. 1.26調剤 薬局
     松山市三番町５丁目９番地１１ 常　勤:    1マシア　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)宮内　芳郎 平30. 1.26
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401-4193-5 あさひ調剤薬局　つば〒790-0933 089-956-2314株式会社　あさひファ中川　優司 平 6. 3. 1調剤 薬局
     き店 松山市越智三丁目９番７号 常　勤:    3ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       3)　河本　剛 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501-4209-9 キッズ薬局小坂店 〒790-0963 089-946-2780株式会社　キッズ　代宝来　佳子 平 6.12. 1調剤 薬局
     松山市小坂５丁目７番１０号　ア常　勤:    2表取締役　吉岡　哲也 交代 現存
     ングル１ｓｔビル１Ｆ (薬       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601-4211-5 健生薬局中一万店 〒790-0804 089-931-5838株式会社　健生ファル宮内　芳郎 平 7. 2. 1調剤 薬局
     松山市中一万町６－１２　ハウス常　勤:    1マシア　代表取締役　 新規 現存
     中一万１階 (薬       1)宮内　芳郎 平28. 2. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701-4212-3 東調剤薬局 〒790-0915 089-921-8737有限会社　東調剤薬局山田　慶多 平 7. 4. 1調剤 薬局
     松山市松末２丁目１９番４０号 常　勤:    3　代表取締役　山田　 新規 現存
     (薬       3)慶多 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801-4214-9 友岡薬局 〒790-0966 089-921-1006株式会社　友岡薬局　橋本　裕子 平 7. 4. 7調剤 薬局
     松山市立花一丁目１番５号 常　勤:    2代表取締役　友岡　昌 移動 現存
     (薬       2)晴 平28. 4. 7
     非常勤:    1
     (薬       1)



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［愛媛県］

［平成30年 6月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成30年 6月 4日作成     3 頁

   1901-4215-6 トマト薬局西垣生店 〒791-8044 089-972-9371株式会社　トマト　代上松　豊 平 7. 6. 1調剤 薬局
     松山市西垣生町７７１番地１１ 常　勤:    5表取締役　菊田　基 新規 現存
     (薬       5) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001-4229-7 ティーズ薬局北久米店〒790-0923 089-970-8551有限会社ティーズ・フ田中　肇 平 8. 9. 1調剤 薬局
     松山市北久米町２４６番地２ 常　勤:    3ァーマシー　代表取締 新規 現存
     (薬       3)役　田中　智美 平29. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101-4230-5 キッズ薬局山越店 〒791-8013 089-926-8899株式会社キッズ　代表稲岡　恵理子 平 8. 9. 1調剤 薬局
     松山市山越二丁目１番３１号 常　勤:    4取締役　吉岡　哲也 新規 現存
     (薬       4) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201-4236-2 三津浜南薬局 〒791-8056 089-951-4353有限会社　三津浜調剤山田　博得 平 9. 1. 1調剤 薬局
     松山市別府町３０１番地 常　勤:    1薬局　代表取締役　山 新規 現存
     (薬       1)田　博得 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301-4238-8 石井薬局 〒790-0932 089-960-0144株式会社　アガスト　坪内　渉 平 9. 3. 1調剤 薬局
     松山市東石井六丁目２番１号 常　勤:    2代表取締役　菅　將史 新規 現存
     (薬       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401-4242-0 重長薬局 〒791-8092 089-961-2511有限会社　重長薬局　東　美和 平 9. 3. 1調剤 薬局
     松山市由良町１１５３番地３ 常　勤:    1代表取締役　重松　薫 交代 現存
     (薬       1)子 平30. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501-4243-8 あさの薬局 〒791-1102 089-975-3620有限会社　あさの薬局濱口　貴光 平 9. 4. 1調剤 薬局
     松山市来住町５１７番地４ 常　勤:    3　取締役　大谷　紀之 移動 現存
     (薬       3) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601-4244-6 サン薬局束本 〒790-0916 089-931-3987有限会社　サン薬局　中野　正喜 平 9. 5. 1調剤 薬局
     松山市束本一丁目６番２１号 常　勤:    2代表取締役　中野　高 新規 現存
     (薬       2)明 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   2701-4247-9 おぐに薬局和泉店 〒790-0941 089-905-0631株式会社　おぐに　代河田　佳代 平 9. 9. 1調剤 薬局
     松山市和泉南５－４－３０ 常　勤:    1表取締役　三浦　稔 新規 現存
     (薬       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801-4248-7 ティーズ薬局福音寺店〒790-0921 089-907-1533有限会社　ティーズ・水上　文代 平 9.10. 1調剤 薬局
     松山市福音寺町２７－３ 常　勤:    1ファーマシー　代表取 新規 現存
     (薬       1)締役　田中　智美 平24.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901-4250-3 アイリス薬局三津店 〒791-8053 089-946-8510有限会社　エヌ・エス野尻　弘来 平10. 1. 1調剤 薬局
     松山市若葉町７－２２ 常　勤:    2コーポレーション　代 新規 現存
     (薬       2)表取締役　野尻　公三 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001-4251-1 清保堂薬局 〒791-1101 089-970-0550有限会社　清保堂　代高田　登 平10. 1. 1調剤 薬局
     松山市久米窪田６５６－１ 常　勤:    1表取締役　髙田　清文 新規 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3101-4254-5 えどまち薬局 〒790-0067 089-913-7735株式会社　ひだか　日諸江　園子 平10. 3. 1調剤 薬局
     松山市大手町２丁目５ー２０ペン常　勤:    1髙　正人 新規 現存
     ション大手町２階 (薬       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201-4255-2 レデイ六軒家調剤薬局〒791-8021 089-923-5055株式会社　レデイ薬局石田　靖弘 平10. 2. 1調剤 薬局
     松山市六軒家町４－２４東亜パー常　勤:    1　代表取締役　三橋　 交代 現存
     クビル１Ｆ (薬       1)信也 平28. 2. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3301-4257-8 オレンジ薬局 〒791-1101 089-970-6246エス・ケイ・ワイ有限関家　浩一 平 8. 7. 1調剤 薬局
     松山市久米窪田町１１７０番地１常　勤:    1会社　代表取締役　関 新規 現存
     (薬       1)家　浩一 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   3401-4258-6 ふくおんじ薬局 〒790-0915 089-960-1219株式会社　ひだか　日日髙　正人 平10. 4. 1調剤 薬局
     松山市松末２丁目２－２８ 常　勤:    2髙　正人 新規 現存
     (薬       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3501-4259-4 ほりばた薬局 〒790-0003 089-913-7781株式会社　えひめ薬局忽那　俊彦 平10. 4. 1調剤 薬局
     松山市三番町７丁目１３－１３ミ常　勤:    1　代表取締役　森　雅 新規 現存
     ツネビルディング１０５号 (薬       1)明 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601-4261-0 ももたろう薬局　椿店〒790-0944 089-957-7773株式会社　広島メディ神谷　美幸 平10. 5. 1調剤 薬局
     松山市古川西２丁目３ー１８西沢常　勤:    2クス　代表取締役　別 新規 現存
     ビル　ＮＯ２ (薬       2)府大輔 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701-4265-1 トマト薬局保免店 〒790-0042 089-971-6200株式会社トマト　代表尾場瀬　光雅 平10.10. 1調剤 薬局
     松山市保免中三丁目８番２４号 常　勤:    4取締役　菊田　基 新規 現存
     (薬       4) 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801-4266-9 春日漢方薬局 〒790-0942 089-957-0686髙井　俊介 髙井　俊介 平10. 8.28調剤 薬局
     松山市古川北三丁目１３番２２号常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平28. 8.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3901-4274-3 さくら薬局 〒790-0925 089-976-0008有限会社メディケイト東　宗老 平11. 3. 1調剤 薬局
     松山市鷹子町４９４番地２ 常　勤:    7　長富　啓子 新規 現存
     (薬       7) 平29. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001-4275-0 いずみ薬局高岡店 〒791-8036 089-965-2616有限会社イーズ　代表泉　伊久男 平11. 3. 1調剤 薬局
     松山市高岡町４２８番地２ 常　勤:    4取締役　泉　伊久男 新規 現存
     (薬       4) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101-4281-8 しらさぎ薬局問屋町店〒791-8018 089-946-5699有限会社　しらさぎ薬重松　留美 平11. 6. 1調剤 薬局
     松山市問屋町１番１７号 常　勤:    1品　代表取締役　中尾 新規 現存
     (薬       1)　邦彦 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   4201-4283-4 オリーブ薬局 〒790-0854 089-998-6102有限会社　オリーブ薬伊達　智一 平11.10. 1調剤 薬局
     松山市岩崎町二丁目９番７号 常　勤:    1局　代表取締役　伊達 新規 現存
     (薬       1)　智一 平29.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301-4284-2 ゆかわ薬局道後店 〒790-0843 089-998-6463有限会社　ゆかわ薬局湯川　聖大 平11.10. 1調剤 薬局
     松山市道後町一丁目２番１２号 常　勤:    3　代表取締役　湯川　 新規 現存
     (薬       3)充喜 平29.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401-4285-9 えばら薬局 〒791-1125 089-960-8277有限会社　マイティ　立田　聖子 平11.10. 1調剤 薬局
     松山市小村町７５番地７ 常　勤:    2代表取締役　立田　安 新規 現存
     (薬       2)徳 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501-4286-7 レデイ中央調剤薬局 〒790-0023 089-941-0222株式会社　レデイ薬局東　俊嗣 平11.10. 1調剤 薬局
     松山市末広町１０番地２ 常　勤:    7　代表取締役　三橋　 新規 現存
     (薬       7)信也 平29.10. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601-4288-3 調剤薬局まごころ 〒790-0023 089-998-7555株式会社メディシス　兵頭　公子 平11.12. 1調剤 薬局
     松山市末広町９番地２ 常　勤:    4代表取締役　大谷　紀 新規 現存
     (薬       4)之 平29.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4701-4292-5 リボン薬局 〒790-0026 089-998-7720有限会社スクリプト　田中　芳則 平12. 2. 1調剤 薬局
     松山市室町７３番地２ 常　勤:    3代表取締役　手島　美 新規 現存
     (薬       3)奈子 平30. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4801-4293-3 有限会社ひろ調剤薬局〒791-1104 089-969-6425有限会社ひろ調剤薬局小川　敦司 平12. 3. 1調剤 薬局
     北土居店 松山市北土居三丁目１２番１３号常　勤:    5　代表取締役　渡部　 新規 現存
     (薬       5)雄二 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   4901-4296-6 有限会社ひろ調剤薬局〒791-8031 089-953-5611有限会社ひろ調剤薬局百瀨　未知子 平12. 8. 1調剤 薬局
     北斎院店 松山市北斎院町９２８－２ 常　勤:    2　代表取締役　渡部　 交代 現存
     (薬       2)雄二 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001-4297-4 しらさぎ薬局本町店 〒790-0811 089-924-2303有限会社しらさぎ薬品上田　豊 平12. 9. 1調剤 薬局
     松山市本町６丁目６－７ロータリ常　勤:    1　代表取締役　中尾　 新規 現存
     ー本町１階 (薬       1)邦彦 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101-4298-2 みゆき薬局 〒791-8013 089-911-0984宮内　芳子 宮内　芳子 平12. 9. 1調剤 薬局
     松山市山越３丁目５－２６ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5201-4300-6 江戸茂薬局土橋南店 〒790-0032 089-998-3660有限会社江戸茂薬局　鴻海　俊平 平12.10. 1調剤 薬局
     松山市土橋町７－１ 常　勤:    1代表取締役　鴻海　俊 新規 現存
     (薬       1)平 平24.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5301-4301-4 マイ薬局 〒790-0802 089-915-7775有限会社　マイン　代森岡　由美 平12.10. 1調剤 薬局
     松山市喜与町１丁目３番地１ 常　勤:    3表取締役　今井　靖 新規 現存
     (薬       3) 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401-4302-2 あおぞら薬局 〒791-8017 089-923-9010有限会社あおぞら薬局髙田　和代 平12.11. 1調剤 薬局
     松山市西長戸町２７４番地３ 常　勤:    2　代表取締役　木下　 新規 現存
     (薬       2)雅子 平24.11. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5501-4310-5 有限会社エンゼル調剤〒790-0045 089-965-3933有限会社　エンゼル調沖　恵子 平13. 9. 1調剤 薬局
     薬局 松山市余戸中１丁目２番２７号 常　勤:    2剤薬局　沖　恵子 組織変更 現存
     (薬       2) 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   5601-4312-1 マイ薬局　東長戸店 〒791-8005 089-917-8371有限会社　マイン　代下岡　尚 平13.10. 1調剤 薬局
     松山市東長戸１丁目１１番３２号常　勤:    2表取締役　今井　靖 新規 現存
     (薬       2) 平25.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5701-4313-9 レデイ土居調剤薬局 〒791-1115 089-969-0202株式会社　レデイ薬局金井　麻美 平13.12. 1調剤 薬局
     松山市土居町８０５－５ 常　勤:    4　代表取締役　三橋　 新規 現存
     (薬       4)信也 平25.12. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5801-4315-4 江戸茂薬局　本店 〒790-0032 089-941-2915有限会社　江戸茂薬局鴻海　茂寛 平13.12. 1調剤 薬局
     松山市土橋町１８番地１ 常　勤:    1　代表取締役　鴻海　 移動 現存
     (薬       1)俊平 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5901-4316-2 友岡薬局平井店 〒791-0243 089-975-4688株式会社　友岡薬局　友岡　美子 平13.11.19調剤 薬局
     松山市平井町甲２３５１番地 常　勤:    2代表取締役　友岡　昌 移動 現存
     (薬       2)晴 平25.11.19
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6001-4317-0 ゆりあ調剤薬局 〒791-8016 089-917-7717有限会社　ゆりあ　代權田　明徳 平14. 3. 1調剤 薬局
     松山市久万ノ台５６０番２ 常　勤:    2表取締役　權田　明徳 組織変更 現存
     (薬       2) 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6101-4318-8 ファミリー薬局 〒799-2656 089-978-4466有限会社　エナフィー村上　毅起 平14. 4. 1調剤 薬局
     松山市和気町１丁目１２５番地６常　勤:    3　代表取締役　村上　 新規 現存
     (薬       3)毅起 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6201-4321-2 あい薬局　南店 〒790-0941 089-956-3110有限会社　きよし　代篠崎　桂 平14. 6. 1調剤 薬局
     松山市和泉南１丁目５番６号 常　勤:    4表取締役　古川　清 新規 現存
     (薬       4) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   6301-4322-0 レデイ薬局拓川店 〒790-0967 089-934-0700株式会社　レデイ薬局福吉　朋弥 平14. 7. 1調剤 薬局
     松山市拓川町２－３ 常　勤:    7　代表取締役　三橋　 新規 現存
     (薬       7)信也 平26. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6401-4323-8 マルニ薬局南高井店 〒791-1112 089-955-6566マルニ調剤薬局　有限西岡　義人 平14.10. 1調剤 薬局
     松山市南高井町７２９－１１ 常　勤:    1会社　代表取締役　西 新規 現存
     (薬       1)岡　義人 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6501-4326-1 杖の淵調剤薬局 〒791-1111 089-955-6331有限会社　クリフ　代沼田　萌衣 平15. 1. 1調剤 薬局
     松山市高井町１２０９番３ 常　勤:    3表取締役　奥田　三郎 新規 現存
     (薬       3) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6601-4327-9 ひかり調剤薬局 〒790-0043 089-972-0118池田　剛 池田　剛 平14.12. 1調剤 薬局
     松山市保免西３丁目９番２０号 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平26.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6701-4328-7 オール調剤薬局 〒791-8078 089-952-0056有限会社　オール調剤村上　敏彦 平15. 1. 1調剤 薬局
     松山市中須賀１丁目１番２２号 常　勤:    2薬局　代表取締役　村 組織変更 現存
     (薬       2)上　敏彦 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6801-4331-1 レデイ一番町調剤薬局〒790-0001 089-915-5550株式会社　レデイ薬局運勢　知子 平15. 4. 1調剤 薬局
     松山市一番町１丁目１０番地８一常　勤:    1　代表取締役　三橋　 新規 現存
     番町共同ビル１Ｆ (薬       1)信也 平27. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6901-4335-2 かいてき調剤薬局 〒790-0011 089-915-3077有限会社　アメニティ大野　宣哲 平15. 9. 1調剤 薬局
     松山市千舟町１丁目１番地１７大常　勤:    3・ライフ・エイド　代 新規 現存
     野湊町ビル１階 (薬       3)表取締役　大野　宣哲 平27. 7.24
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7001-4337-8 松山ハロー薬局 〒791-1102 089-955-6616株式会社　えひめ保健濵田　公洋 平15.12. 1調剤 薬局
     松山市来住町１１００－１ 常　勤:    4企画　代表取締役　末 新規 現存
     (薬       4)光　一元 平27.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
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   7101-4339-4 おおかめ調剤薬局 〒791-1113 089-914-8838有限会社　おおかめ調大亀　敦子 平16. 4. 1調剤 薬局
     松山市森松町９４７番地３ 常　勤:    3剤薬局　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       3)大亀　敦子 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7201-4341-0 かいてき調剤薬局桑原〒790-0911 089-934-7766有限会社　アメニティ井上　実加 平16. 7. 1調剤 薬局
     店 松山市桑原六丁目４番２９号 常　勤:    4・ライフ・エイド　代 新規 現存
     (薬       4)表取締役　大野　宣哲 平28. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7301-4343-6 あすか調剤薬局 〒791-8044 089-974-2286有限会社　アルファス佐々木　啓行 平16.11. 1調剤 薬局
     松山市西垣生町４７５番地３ 常　勤:    1　代表取締役　佐々木 新規 現存
     (薬       1)　啓行 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7401-4346-9 みかん薬局 〒791-8026 089-968-3377有限会社　みかん薬局善家　扶美佳 平17. 4. 1調剤 薬局
     松山市山西町１５２番地１８ 常　勤:    3　代表取締役　善家　 新規 現存
     (薬       3)直樹 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7501-4347-7 アイリス薬局祝谷店 〒790-0833 089-924-8840有限会社エヌ・エスコ竹中　希美 平17. 5. 1調剤 薬局
     松山市祝谷二丁目１２番３２号 常　勤:    2ーポレーション　代表 新規 現存
     (薬       2)取締役　野尻　公三 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7601-4348-5 えひめ調剤薬局 〒790-0023 089-998-6860有限会社　ひめやく　山内　通子 平17. 6.13調剤 薬局
     松山市末広町１１番地１１光玉ビ常　勤:    3代表取締役　山内　通 移動 現存
     ル１Ｆ (薬       3)子 平29. 6.13
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7701-4349-3 かいてき調剤薬局六軒〒791-8021 089-911-5755有限会社アメニティ・鳥谷　恭子 平17. 8. 1調剤 薬局
     家店 松山市六軒家町３番２４号 常　勤:    3ライフ・エイド　代表 新規 現存
     (薬       3)取締役　大野　宣哲 平29. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7801-4350-1 松山調剤薬局築山店 〒790-0864 089-921-0550有限会社松山調剤専門靍田　歩 平17. 7.19調剤 薬局
     松山市築山町７番１０号 常　勤:    2薬局　代表取締役　靍 移動 現存
     (薬       2)田　歩 平29. 7.19
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   7901-4351-9 日本調剤松山南薬局 〒790-0952 089-998-3051日本調剤株式会社　代川北　修平 平17. 9. 1調剤 薬局
     松山市朝生田町一丁目５番１５号常　勤:    6表取締役　三津原　博 新規 現存
     プラザＧ＆Ｋ１階 (薬       6) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8001-4352-7 トマト薬局北梅本店 〒791-0242 089-990-3400株式会社トマト　代表黒河　寿子 平17. 9. 1調剤 薬局
     松山市北梅本町３３０２番地４ 常　勤:    2取締役　菊田　基 新規 現存
     (薬       2) 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8101-4353-5 フラワー薬局千舟町店〒790-0011 089-915-6669有限会社フラワー薬局西田　文子 平17.11. 1調剤 薬局
     松山市千舟町四丁目３番地４ 常　勤:    1　代表取締役　園浦　 新規 現存
     (薬       1)誠子 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8201-4355-0 ドレミ薬局はなみずき〒790-0942 089-957-5784有限会社ドレミ　代表徳増　三紀子 平18. 3. 1調剤 薬局
     通り店 松山市古川北二丁目１０番３号 常　勤:    3取締役　徳増　三紀子 新規 現存
     (薬       3) 平30. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8301-4356-8 日本調剤平和通薬局 〒790-0807 089-996-7181日本調剤株式会社　代金澤　弘訓 平18. 4. 1調剤 薬局
     松山市平和通一丁目５番地１４Ｆ常　勤:    3表取締役　三津原　博 新規 現存
     ・フォリスト　１階 (薬       3) 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8401-4357-6 たちばな薬局石手店 〒790-0852 089-913-6464有限会社たちばな　代西原　宏美 平18. 4. 1調剤 薬局
     松山市石手四丁目３番３号アイビ常　勤:    2表取締役　西原　進一 新規 現存
     ーコート石手　１Ｆ (薬       2)郎 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8501-4359-2 清保堂薬局がんセンタ〒791-0245 089-975-3991有限会社清保堂　代表大野　良明 平18. 4. 1調剤 薬局
     ー前 松山市南梅本町甲１９８番地１ 常　勤:    3取締役　高田　清文 新規 現存
     (薬       3) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8601-4360-0 コスモ薬局 〒791-0245 089-990-3456有限会社コスモフィー中島　良子 平18. 4. 1調剤 薬局
     松山市南梅本町甲２００番１ 常　勤:    3ルド　代表取締役　宇 新規 現存
     (薬       3)田　雅実 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   8701-4361-8 かしま薬局 〒799-2455 089-994-7225有限会社スマイル　代野村　毅志 平18. 4. 1調剤 薬局
     松山市常竹甲３７８番地３ 常　勤:    1表取締役　野村　毅志 新規 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8801-4362-6 エムアイ薬局 〒799-2438 089-911-7111有限会社アゴラ　代表家串　稔 平18. 4. 1調剤 薬局
     松山市河野中須賀２８５番地１５常　勤:    5取締役　家串　稔 組織変更 現存
     (薬       5) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8901-4363-4 ハッピー薬局 〒791-8043 089-974-9607株式会社ハッピーファ新野　香代子 平18.10. 1調剤 薬局
     松山市東垣生町１３５番地４ 常　勤:    4ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       4)　新野　和幸 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9001-4367-5 ハッピー薬局内宮店 〒799-2654 089-989-0727株式会社ハッピーファ山下　由記 平19. 4. 1調剤 薬局
     松山市内宮町５４９－１ 常　勤:    4ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       4)　新野　和幸 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9101-4368-3 ヒロセ薬局 〒799-2661 089-978-6677株式会社ヒロセファー廣瀬　勇介 平19. 4. 1調剤 薬局
     松山市勝岡町３４番地１ 常　勤:    1マ　代表取締役　廣瀬 新規 現存
     (薬       1)　勇介 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9201-4370-9 太陽堂薬局 〒791-4501 089-997-0025有限会社浜田太陽堂　濱田　民造 平19. 4. 1調剤 薬局
     松山市中島大浦１６４６番地 常　勤:    1代表取締役　濱田　民 新規 現存
     (薬       1)造 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9301-4371-7 アップル薬局 〒790-0051 089-948-1447株式会社メディシス　山川　翠 平19. 4. 1調剤 薬局
     松山市生石町４７３番地 常　勤:    3代表取締役　大谷　紀 交代 現存
     (薬       3)之 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9401-4372-5 クローバー薬局立花店〒790-0966 089-932-4700株式会社クローバー　松木　雄一郎 平19. 5. 1調剤 薬局
     松山市立花三丁目３番４３号 常　勤:    1代表取締役　足永　貴 新規 現存
     (薬       1)義 平25. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   9501-4374-1 かいてき調剤薬局平井〒791-0243 089-960-1363有限会社アメニティ・髙須賀　梢 平19. 7. 1調剤 薬局
     店 松山市平井町甲３２３６番地３ 常　勤:    4ライフ・エイド　代表 新規 現存
     (薬       4)取締役　大野　宣哲 平25. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9601-4377-4 レデイ薬局　新空港通〒790-0062 089-917-7050株式会社レデイ薬局　村岡　恵美子 平19. 9. 1調剤 薬局
     り店 松山市南江戸四丁目３番３７号 常　勤:    1代表取締役　三橋　信 新規 現存
     (薬       1)也 平25. 9. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9701-4378-2 クローバー薬局北条店〒799-2431 089-993-0003株式会社クローバー　三浦　尚子 平19. 9. 1調剤 薬局
     松山市北条７０９番地６ 常　勤:    1代表取締役　足永　貴 新規 現存
     (薬       1)義 平25. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9801-4379-0 ライフケア薬局東野店〒790-0903 089-914-5255株式会社　ホームメデ中矢　孝志 平19.10. 1調剤 薬局
     松山市東野二丁目２番７号 常　勤:    6ィケア　代表取締役　 新規 現存
     (薬       6)中矢　孝志 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9901-4380-8 同源堂東薬局 〒790-0001 089-921-2110有限会社　同源堂　代松尾　恭子 平20. 2. 1調剤 薬局
     松山市一番町二丁目９番１０永戸常　勤:    2表取締役　　兵頭　禮 移動 現存
     ビル１階 (薬       2)子 平26. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10001-4381-6 やなぎ堂薬局　柳井町〒790-0014 089-943-3523有限会社　やなぎ堂薬神野　貴美子 平20. 5. 1調剤 薬局
     店 松山市柳井町一丁目１４番地１ 常　勤:    2局　代表取締役　神野 新規 現存
     (薬       2)　悦朗 平26. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10101-4382-4 ハッピー薬局　石手白〒790-0902 089-977-8555株式会社　ハッピーフ池田　梓 平20. 6. 1調剤 薬局
     石店 松山市石手白石甲１０５番地３ 常　勤:    3ァーマシー　代表取締 新規 現存
     (薬       3)役　新野　和幸 平26. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  10201-4383-2 しば薬局 〒790-0965 089-989-0092エヌエスメディカル株芝　憲子 平20. 7. 1調剤 薬局
     松山市祇園町１番４４号 常　勤:    1式会社　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)芝　憲子 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10301-4384-0 健生薬局　山越店 〒791-8013 089-907-7110株式会社健生ファルマ園田　淑子 平20. 8. 1調剤 薬局
     松山市山越５丁目１３番１４号 常　勤:    1シア　代表取締役　宮 新規 現存
     (薬       1)内　芳郎 平26. 8. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10401-4385-7 北条薬局 〒799-2430 089-993-2285株式会社アガスト　代井上　浩範 平20. 8. 1調剤 薬局
     松山市北条辻２６８番４ 常　勤:    1表取締役　菅　將史 新規 現存
     (薬       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10501-4386-5 株式会社なつ薬局 〒790-0011 089-998-7757株式会社なつ薬局　代髙市　淳子 平20. 7. 1調剤 薬局
     松山市千舟町三丁目１番地４２階常　勤:    1表取締役　岩井　眞知 組織変更 現存
     東側 (薬       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10601-4387-3 ハッピー薬局　朝生田〒790-0952 089-941-6777株式会社　ハッピーフ稲葉　健介 平20.10. 1調剤 薬局
     店 松山市朝生田町１丁目４番１４号常　勤:    3ァーマシー　代表取締 新規 現存
     コンフォルトビル１階 (薬       3)役　新野　和幸 平26.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10701-4389-9 おぐに薬局　北久米店〒790-0923 089-990-8660株式会社　おぐに　代小野　裕樹 平20.11. 1調剤 薬局
     松山市北久米町２４９番地 常　勤:    1表取締役　三浦　稔 移動 現存
     (薬       1) 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10801-4391-5 ハッピー薬局　余戸西〒790-0046 089-972-8555株式会社　ハッピーフ酒井　はるな 平21. 6. 1調剤 薬局
     店 松山市余戸西３丁目９番２５号 常　勤:    1ァーマシー　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　新野　和幸 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  10901-4392-3 ひだまり調剤薬局 〒791-8036 089-968-8711ＤＩサポート　株式会河野　覚治郎 平21. 6. 1調剤 薬局
     松山市高岡町６２８番地１ 常　勤:    2社　代表取締役　矢野 新規 現存
     (薬       2)　貴裕 平27. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11001-4393-1 有限会社久万ノ台薬局〒791-8067 089-953-1550有限会社　久万ノ台薬橋川　秀子 平21. 6. 1調剤 薬局
     松山市古三津３丁目４番１０号 常　勤:    2局　代表取締役　嶋矢 移動 現存
     (薬       2)　喜之 平27. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11101-4394-9 ウェル薬局 〒790-0952 089-932-2636有限会社　アメニティ相原　裕子 平21. 7. 1調剤 薬局
     松山市朝生田町１丁目５番１８号常　勤:    1・ライフ・エイド　代 新規 現存
     マリアージュ朝生田１０１号 (薬       1)表取締役　大野　宣哲 平27. 7. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11201-4395-6 あさひ調剤薬局　くわ〒790-0911 089-993-6610株式会社　あさひファ中川　仁 平21. 8. 1調剤 薬局
     ばら店 松山市桑原４丁目８番８号 常　勤:    6ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       6)　河本　剛 平27. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11301-4396-4 コスモ薬局　道後店 〒790-0843 089-926-4877有限会社　コスモフィ森　美鈴 平21. 8. 1調剤 薬局
     松山市道後町二丁目１番６号烏谷常　勤:    2ールド　代表取締役　 新規 現存
     ビル１Ｆ (薬       2)宇田　雅実 平27. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11401-4397-2 なの花薬局梅本店 〒791-0245 089-976-6668株式会社　共栄ファー田島　幸男 平21. 9. 1調剤 薬局
     松山市南梅本町甲２０１番地１ 常　勤:    3マシー　代表取締役　 交代 現存
     (薬       3)宇野　光裕 平27. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11501-4398-0 レデイ薬局　鷹子店 〒791-1101 089-990-3336株式会社　レデイ薬局渡部　友之 平21.11. 1調剤 薬局
     松山市久米窪田町８３５番地７ 常　勤:    3　代表取締役　三橋　 新規 現存
     (薬       3)信也 平27.11. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  11601-4399-8 トマト薬局　三番町店〒790-0003 089-986-8885株式会社　トマト　代島田　知子 平21.11. 1調剤 薬局
     松山市三番町三丁目６番地２エー常　勤:    1表取締役　菊田　基 新規 現存
     ビーズスクエア１Ｆ (薬       1) 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11701-4400-4 桑の実薬局 〒790-0911 089-941-9803愛ファーマシー株式会青木　裕磨 平21.11. 1調剤 薬局
     松山市桑原四丁目１６番１３号 常　勤:    2社　代表取締役　三原 新規 現存
     (薬       2)　謙一 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11801-4401-2 トップ薬局　太山寺店〒799-2662 089-978-9500株式会社　Ｈ＆Ａ　代灘部　泰隆 平21.12. 1調剤 薬局
     松山市太山寺町１２２４番地５ 常　勤:    2表取締役　灘部　泰隆 交代 現存
     (薬       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11901-4402-0 かいてき調剤薬局枝松〒790-0962 089-993-7810有限会社　アメニティ山本　明子 平21.12. 1調剤 薬局
     店 松山市枝松１丁目９番４５号 常　勤:    1・ライフ・エイド　代 新規 現存
     (薬       1)表取締役　大野　宣哲 平27.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12001-4404-6 きぬやま薬局 〒791-8025 089-926-9070株式会社　コンシード酒井　英雄 平22. 4. 1調剤 薬局
     松山市衣山１丁目２５６－８ 常　勤:    3　代表取締役　酒井　 新規 現存
     (薬       3)英雄 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12101-4405-3 健生薬局　一番町店 〒790-0001 089-943-1181株式会社　健生ファル増本　安紀 平22. 4. 1調剤 薬局
     松山市一番町二丁目５番地３０信常　勤:    1マシア　代表取締役　 新規 現存
     栄ビル２Ｆ (薬       1)宮内　芳郎 平28. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12201-4406-1 そよ風調剤薬局 〒790-0905 089-931-5720有限会社　クリフ　代西岡　環 平22. 4. 1調剤 薬局
     松山市樽味４丁目２番３３号 常　勤:    3表取締役　奥田　三郎 新規 現存
     (薬       3) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  12301-4407-9 あさひ調剤薬局　おお〒790-0067 089-998-6051株式会社　あさひファ宮田　典子 平22. 4. 1調剤 薬局
     てまち店 松山市大手町二丁目７番地７ 常　勤:    2ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　河本　剛 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12401-4408-7 愛光薬局 〒790-0064 089-926-7003有限会社　愛光薬局　嶋本　晃彦 平22. 5. 1調剤 薬局
     松山市愛光町１番８－２号 常　勤:    2代表取締役　嶋本　晃 移動 現存
     (薬       2)彦 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12501-4409-5 ハッピー薬局　三津店〒791-8065 089-946-8555株式会社　ハッピーフ中村　亜万希 平22. 7. 1調剤 薬局
     松山市三杉町１番３号　明神海運常　勤:    2ァーマシー　代表取締 新規 現存
     ビル１Ｆ (薬       2)役　新野　和幸 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12601-4414-5 レデイ薬局　土居田駅〒790-0056 089-974-3766株式会社　レデイ薬局谷口　雅俊 平22. 9. 1調剤 薬局
     前店 松山市土居田町５００番地 常　勤:    3　代表取締役　三橋　 交代 現存
     (薬       3)信也 平28. 9. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12701-4415-2 レデイ平井調剤薬局 〒790-0925 089-993-5787株式会社　レデイ薬局竹林　麻記 平22.11. 1調剤 薬局
     松山市鷹子町４４２番地５ 常　勤:    2　代表取締役　三橋　 新規 現存
     (薬       2)信也 平28.11. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12801-4416-0 花月調剤薬局東野店 〒790-0903 089-993-8731株式会社　ジン　代表藤本　嘉裕 平22.12. 1調剤 薬局
     松山市東野一丁目５番１２号 常　勤:    1取締役　高岡　通直 新規 現存
     (薬       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12901-4417-8 ひめ薬局　余戸西店 〒790-0046 089-994-8671株式会社　レフピック片白　恵子 平23. 1. 1調剤 薬局
     松山市余戸西四丁目１５番２号 常　勤:    2　代表取締役　一色　 新規 現存
     (薬       2)耕平 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  13001-4418-6 同源堂三番町薬局 〒790-0003 089-934-7668有限会社　同源堂　代日野　敏照 平23. 2. 7調剤 薬局
     松山市三番町四丁目３番地１０ 常　勤:    1表取締役　兵頭　禮子 移動 現存
     (薬       1) 平29. 2. 7
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13101-4419-4 ハッピー薬局　室町店〒790-0026 089-968-2770株式会社　ハッピーフ渡辺　恵子 平23. 4. 1調剤 薬局
     松山市室町７３番１ハッピービル常　勤:    5ァーマシー　代表取締 新規 現存
     ディング１階 (薬       5)役　新野　和幸 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13201-4420-2 あい薬局　椿店 〒790-0942 089-968-2262有限会社　あい薬局　本郷　真彦 平23. 4. 1調剤 薬局
     松山市古川北三丁目３番２４号 常　勤:    3代表取締役　古川　清 新規 現存
     (薬       3) 平29. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13301-4421-0 オー・エム薬局 〒790-0911 089-932-6600有限会社　アネシス　島田　鈴子 平23. 7. 1調剤 薬局
     松山市桑原四丁目１３番４号 常　勤:    3代表取締役　西山　誠 新規 現存
     (薬       3)美 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13401-4422-8 かいてき調剤薬局新玉〒790-0011 089-993-7075有限会社アメニティ・冨岡　香津子 平23. 8. 1調剤 薬局
     店 松山市千舟町八丁目６７番地９ 常　勤:    1ライフ・エイド　代表 新規 現存
     (薬       1)取締役　大野　宣哲 平29. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13501-4424-4 ティーズ薬局山越店 〒791-8013 089-926-0069有限会社　ティーズ・合志　英美 平23.10.11調剤 薬局
     松山市山越四丁目１番３３号 常　勤:    3ファーマシー　代表取 移動 現存
     (薬       3)締役　田中　智美 平29.10.11
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13601-4425-1 アール調剤薬局 〒791-1113 089-976-2777株式会社Ｒ　代表取締吉原　理恵子 平23.10. 1調剤 薬局
     松山市森松町１４８番地３ 常　勤:    1役　吉原　理恵子 新規 現存
     (薬       1) 平29.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  13701-4426-9 江戸茂薬局　竹原店 〒790-0053 089-997-7793有限会社江戸茂薬局　鴻海　智子 平23.11. 1調剤 薬局
     松山市竹原一丁目３番地１４　山常　勤:    2代表取締役　鴻海　俊 新規 現存
     口ビル１階 (薬       2)平 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13801-4429-3 城西調剤薬局 〒791-0054 089-971-3312有限会社城西調剤薬局東元　利江 平24. 1. 4調剤 薬局
     松山市空港通七丁目１３番１号 常　勤:    4　代表取締役　渡部　 移動 現存
     (薬       4)靖子 平30. 1. 4
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13901-4430-1 キッズ薬局　富久店 〒791-8034 089-989-7701株式会社　キッズ　代佐藤　慶和 平24. 2. 1調剤 薬局
     松山市富久町１１５番地８ 常　勤:    1表取締役　吉岡　哲也 新規 現存
     (薬       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14001-4433-5 レデイ薬局日赤前店 〒790-0807 089-925-6686株式会社　レデイ薬局岸田　香 平24. 4. 1調剤 薬局
     松山市平和通一丁目５番８号中野常　勤:    5　代表取締役　三橋　 移動 現存
     スカイコート１階 (薬       5)信也 平30. 4. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14101-4434-3 鷹の子薬局 〒791-1101 089-975-7223鷹の子薬局株式会社　西村　純一 平24. 6. 1調剤 薬局
     松山市久米窪田町７７４番地４ 常　勤:    2代表取締役　西村　純 組織変更 現存
     (薬       2)一 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14201-4435-0 マック久米調剤薬局 〒791-1102 089-958-7711株式会社大屋　代表取田中　裕美子 平24. 8. 1調剤 薬局
     松山市来住町１４４８番地１ 常　勤:    1締役　伊藤　慎太郎 新規 現存
     (薬       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14301-4436-8 クローバー薬局安城寺〒791-8006 089-997-8322株式会社クローバー　三好　光代 平24. 8. 8調剤 薬局
     店 松山市安城寺町１０７６番地４ 常　勤:    1代表取締役　足永　貴 新規 現存
     (薬       1)義 平24. 8. 8
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  14401-4437-6 ハッピー薬局　天山店〒790-0951 089-943-0007株式会社ハッピーファ佐川　禎朗 平24. 8. 1調剤 薬局
     松山市天山二丁目４番１７号　１常　勤:    3ーマシー　代表取締役 新規 現存
     階 (薬       3)　新野　和幸 平24. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14501-4438-4 ハッピー薬局　衣山店〒791-8025 089-924-0022株式会社ハッピーファ鷹尾　潤 平24.10. 1調剤 薬局
     松山市衣山一丁目１８８番地 常　勤:    1ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　新野　和幸 平24.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14601-4439-2 ハッピー薬局　西長戸〒791-8017 089-924-0300株式会社ハッピーファ大上　敏明 平24.11. 1調剤 薬局
     店 松山市西長戸町３１１番地２ 常　勤:    1ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　新野　和幸 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14701-4440-0 ハッピー薬局　大手町〒790-0067 089-932-0030株式会社ハッピーファ新田　修平 平24.11. 1調剤 薬局
     店 松山市大手町二丁目１番地１労住常　勤:    1ーマシー　代表取締役 新規 現存
     協大手町ハイツ１階 (薬       1)　新野　和幸 平24.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14801-4441-8 ハッピー薬局　古川北〒790-0942 089-956-6655株式会社ハッピーファ寺尾　拓馬 平24.12. 1調剤 薬局
     店 松山市古川北三丁目４番２６号 常　勤:    3ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       3)　新野　和幸 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14901-4442-6 トマト薬局　余戸西店〒790-0046 089-989-6001株式会社トマト　代表渡邊　利樹 平24.12. 1調剤 薬局
     松山市余戸西六丁目１０番４６号常　勤:    2取締役　菊田　基 新規 現存
     (薬       2) 平24.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15001-4443-4 トマト薬局　祝谷店 〒790-0833 089-989-6833株式会社トマト　代表中村　聡志 平25. 1. 1調剤 薬局
     松山市祝谷六丁目１２２４番地１常　勤:    1取締役　菊田　基 新規 現存
     ジョイフル祝谷１０１号 (薬       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15101-4444-2 正木薬局　宮田町店 〒790-0066 089-941-9990有限会社正木薬局　代正木　勝未 平25. 4. 1調剤 薬局
     松山市宮田町１７０番地佐伯ビル常　勤:    2表取締役　正木　浩二 新規 現存
     ディングス１Ｆ (薬       2) 平25. 4. 1
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  15201-4445-9 ハッピー薬局　富久店〒791-8034 089-973-2233株式会社ハッピーファ秋山　真弓 平25. 4. 1調剤 薬局
     松山市富久町３５８番地５ 常　勤:    1ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　新野　和幸 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15301-4447-5 あさひ調剤薬局　はた〒790-0913 089-968-1845株式会社　あさひファ井手　裕子 平25. 5. 6調剤 薬局
     でら店 松山市畑寺二丁目４番４０号 常　勤:    1ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　河本　剛 平25. 5. 6
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15401-4448-3 ひめ薬局　勝山店 〒790-0878 089-968-1002株式会社レフピック　田中　宏征 平25. 5. 1調剤 薬局
     松山市勝山町二丁目９番地１０　常　勤:    1代表取締役　一色　耕 新規 現存
     レフピックビル１階 (薬       1)平 平25. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15501-4450-9 コスモ薬局枝松店 〒790-0962 089-998-3457有限会社コスモフィー西村　美奈子 平25. 6. 1調剤 薬局
     松山市枝松五丁目２番１８号 常　勤:    2ルド　取締役　宇田　 新規 現存
     (薬       2)雅実 平25. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15601-4451-7 レデイ薬局　道後店 〒790-0844 089-989-6564株式会社　レデイ薬局藤井　佑輔 平25. 9. 1調剤 薬局
     松山市道後一万３番９号 常　勤:    2　代表取締役　三橋　 新規 現存
     (薬       2)信也 平25. 9. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15701-4452-5 有限会社みどり調剤薬〒790-0853 089-948-8581有限会社　みどり調剤神田　真衣 平25.11. 1調剤 薬局
     局　道後店 松山市上市二丁目５番３１号　岩常　勤:    2薬局　代表取締役　浅 新規 現存
     田ビル１階 (薬       2)川　公夫 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15801-4453-3 あさひ調剤薬局　くわ〒790-0911 089-948-8815株式会社　あさひファ松田　淳子 平25.11. 1調剤 薬局
     ばら北店 松山市桑原四丁目８番２２号 常　勤:    4ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       4)　河本　剛 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  15901-4454-1 松山薬局　東石井店 〒790-0932 089-968-2050株式会社　松山薬局　多羅尾　雅弘 平25.12. 1調剤 薬局
     松山市東石井三丁目３番７号 常　勤:    2代表取締役　多羅尾　 新規 現存
     (薬       2)雅弘 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16001-4455-8 ハッピー薬局　古川南〒790-0943 089-948-8333株式会社　ハッピーフ 原　勇也 平25.12. 1調剤 薬局
     店 松山市古川南三丁目１６番２９号常　勤:    2ァーマシー　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　新野　和幸 平25.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16101-4456-6 ハッピー薬局　北梅本〒791-0242 089-948-8882株式会社　ハッピーフ芳村　祐 平25.12. 1調剤 薬局
     店 松山市北梅本町甲６６６番地２ 常　勤:    2ァーマシー　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　新野　和幸 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16201-4457-4 ひなた調剤薬局 〒790-0811 089-925-3335株式会社　エラム　代栗脇　倫也（脇は刀）平26. 1. 1調剤 薬局
     松山市本町六丁目３番地３　リマ常　勤:    2表取締役　栗脇　倫也 新規 現存
     ージ本町ビル１階 (薬       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16301-4458-2 ハッピー薬局　末町店〒791-0122 089-948-8611株式会社　ハッピーフ廣川　哲哉 平26. 2. 1調剤 薬局
     松山市末町甲１２番１ 常　勤:    3ァーマシー　代表取締 新規 現存
     (薬       3)役　新野　和幸 平26. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16401-4459-0 松山会営薬局 〒790-0035 089-931-1199一般社団法人　松山薬真木　具子 平26. 4.13調剤 薬局
     松山市藤原二丁目４番５号 常　勤:    1剤師会　会長　鴻海　 新規 現存
     (薬       1)俊平 平26. 4.13
     非常勤:   61
     (薬      61)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16501-4460-8 城西調剤薬局　南斎院〒791-8032 089-989-5527有限会社　城西調剤薬竹内　紳 平26. 4. 1調剤 薬局
     店 松山市南斎院町５４番地１ 常　勤:    2局　代表取締役　渡部 新規 現存
     (薬       2)　靖子 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16601-4461-6 レデイ薬局　馬木店 〒799-2655 089-989-7074株式会社　レデイ薬局加藤　綾 平26. 5. 8調剤 薬局
     松山市馬木町２２３０番地４ 常　勤:    2　代表取締役　三橋　 新規 現存
     (薬       2)信也 平26. 5. 8
     非常勤:   11
     (薬      11)
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  16701-4462-4 ハッピー薬局　東野店〒790-0903 089-993-8411株式会社　ハッピーフ山下　裕美子 平26. 5. 1調剤 薬局
     松山市東野二丁目２番２１号Ｋ－常　勤:    1ァーマシー　代表取締 新規 現存
     １２ビル (薬       1)役　新野　和幸 平26. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16801-4463-2 レデイ薬局　星の岡店〒790-0932 089-948-9946株式会社　レデイ薬局重松　里美 平26. 6. 1調剤 薬局
     松山市東石井一丁目５番７号 常　勤:    2　代表取締役　三橋　 新規 現存
     (薬       2)信也 平26. 6. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16901-4465-7 ぽかぽか薬局　溝辺店〒791-0101 089-948-4225株式会社ＦＥＳＲＥＣ安高　佑亮 平26. 8. 1調剤 薬局
     松山市溝辺町甲６２７番地 常　勤:    1　代表取締役　三谷　 新規 現存
     (薬       1)洋右 平26. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17001-4466-5 あすなろ薬局　持田店〒790-0863 089-961-1341株式会社かおる　代表萬井　薫 平26.10. 1調剤 薬局
     松山市此花町７番３３号ＴＭＣビ常　勤:    1取締役　萬井　薫 移動 現存
     ル１階 (薬       1) 平26.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17101-4467-3 いちょう薬局 〒790-0807 089-994-8881愛ファーマシー株式会越智　美月 平27. 1. 1調剤 薬局
     松山市平和通一丁目５番地１７ 常　勤:    2社　代表取締役　三原 新規 現存
     (薬       2)　謙一 平27. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17201-4469-9 たんぽぽ薬局　松山日〒790-0807 089-926-5788たんぽぽ薬局　株式会森田　あゆみ 平27. 1. 1調剤 薬局
     赤前店 松山市平和通一丁目５番地１５ 常　勤:    4社　代表取締役　松野 新規 現存
     (薬       4)　英子 平27. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17301-4470-7 松山薬局　石井店 〒790-0932 089-956-1558株式会社　松山薬局　團上　泰生 平27. 1. 1調剤 薬局
     松山市東石井２丁目２２番４５号常　勤:    1代表取締役　多羅尾　 組織変更 現存
     (薬       1)雅弘 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  17401-4471-5 かいてき調剤薬局　平〒790-0807 089-989-9360有限会社　アメニティ冨士森　敏仁 平27. 1. 1調剤 薬局
     和通店 松山市平和通１丁目６番地１０ 常　勤:    2・ライフ・エイド　代 新規 現存
     (薬       2)表取締役　大野　宣哲 平27. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17501-4472-3 アルファ調剤薬局 〒790-0003 089-948-4600株式会社　アルティザ中川　浩一郎 平27. 1. 1調剤 薬局
     松山市三番町４丁目４番地９内海常　勤:    1ン　代表取締役　瀬尾 新規 現存
     ビル２階 (薬       1)　元太 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17601-4473-1 ちひろ薬局　大手町店〒790-0067 089-921-4193株式会社　ちひろ　代武馬　和子 平27. 1. 1調剤 薬局
     松山市大手町一丁目４番地１ 常　勤:    1表取締役　武馬　悦也 移動 現存
     (薬       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17701-4475-6 アリア調剤薬局　東石〒790-0932 089-948-9071株式会社　Ａｒｉａ　森貞　尚之 平27. 2.18調剤 薬局
     井店 松山市東石井五丁目７番２４号　常　勤:    1代表取締役　森貞　尚 新規 現存
     １階 (薬       1)之 平27. 2.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17801-4476-4 番町調剤薬局 〒791-8021 089-922-5272有限会社　番町調剤薬髙橋　さゆり 平27. 2.12調剤 薬局
     松山市六軒家町４番１６号　１階常　勤:    3局　代表取締役　柴田 新規 現存
     (薬       3)　幸子 平27. 2.12
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17901-4478-0 コスモ薬局　日赤店 〒790-0807 089-994-6700有限会社　コスモフィ坂川　興規 平27. 2. 1調剤 薬局
     松山市平和通一丁目６番地１２　常　勤:    3ールド　代表取締役　 新規 現存
     １階 (薬       3)宇田　雅実 平27. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18001-4480-6 かいてき調剤薬局　日〒790-0807 089-989-6560有限会社　アメニティ濱田　淸 平27. 2. 1調剤 薬局
     赤前店 松山市平和通一丁目４番地１４ 常　勤:    1・ライフ・エイド　代 新規 現存
     (薬       1)表取締役　大野　宣哲 平27. 2. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18101-4481-4 ゆかわ薬局　二番町店〒790-0002 089-909-7870有限会社　ゆかわ薬局水本　あきな 平27. 4. 1調剤 薬局
     松山市二番町三丁目７番地１４　常　勤:    1　代表取締役　湯川　 新規 現存
     松山ガーデンスクウェア　１階 (薬       1)充喜 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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  18201-4482-2 レデイ薬局　古三津店〒791-8067 089-995-8006株式会社　レデイ薬局中尾　紀文 平27. 4. 1調剤 薬局
     松山市古三津二丁目１５番１３号常　勤:    2　代表取締役　三橋　 新規 現存
     (薬       2)信也 平27. 4. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18301-4483-0 おひさま薬局 〒790-0053 089-909-7700有限会社　あおぞら薬梅岡　真理 平27. 4. 1調剤 薬局
     松山市竹原２丁目１番５０号エバ常　勤:    1局　代表取締役　木下 新規 現存
     ーグリーン松山１号館１階 (薬       1)　雅子 平27. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18401-4484-8 かいてき調剤薬局　空〒790-0054 089-989-7183有限会社　アメニティ小倉　和浩 平27. 4. 1調剤 薬局
     港通店 松山市空港通２丁目１３－８ 常　勤:    1・ライフ・エイド　代 新規 現存
     (薬       1)表取締役　大野　宣哲 平27. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18501-4486-3 あさひ調剤薬局　しの〒790-0803 089-968-1760株式会社　あさひファ白方　美香 平27. 6. 1調剤 薬局
     のめ店 松山市東雲町３番地２　イースト常　勤:    2ーマシー　代表取締役 新規 現存
     クラウド１階 (薬       2)　河本　剛 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18601-4487-1 ハッピー薬局　末広店〒790-0023 089-933-8000株式会社ハッピーファ松友　杏佑美 平27. 6. 1調剤 薬局
     松山市末広町６番地５ハッピーハ常　勤:    2ーマシー　代表取締役 新規 現存
     ートビルディング２階 (薬       2)　新野　和幸 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18701-4488-9 ていれぎ薬局 〒791-1102 089-909-7133愛ファーマシー株式会渡部　貴司 平27. 9. 1調剤 薬局
     松山市来住町１３８９番地１ 常　勤:    3社　代表取締役　三原 新規 現存
     (薬       3)　謙一 平27. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18801-4489-7 スマイル薬局 〒790-0038 089-987-8855有限会社あおぞら薬局森　大輔 平27.10. 1調剤 薬局
     松山市和泉北一丁目８番５号 常　勤:    1　代表取締役　木下　 新規 現存
     (薬       1)雅子 平27.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  18901-4490-5 なつ薬局　和泉店 〒790-0941 089-961-1821株式会社なつ薬局　代岩井　眞知 平27.10. 1調剤 薬局
     松山市和泉南五丁目１番２１－２常　勤:    1表取締役　岩井　眞知 新規 現存
     号 (薬       1) 平27.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19001-4491-3 みらい薬局　余戸西店〒790-0046 089-974-5581株式会社未来ファーマ栗原　孝昌 平27.11. 1調剤 薬局
     松山市余戸西三丁目１２番１７号常　勤:    1シー　代表取締役　栗 新規 現存
     (薬       1)原　孝昌 平27.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19101-4492-1 アイン薬局松山平和通〒790-0807 089-992-9251株式会社アインファー山根　さゆこ 平27.11. 1調剤 薬局
     店 松山市平和通一丁目５番地２３　常　勤:    1マシーズ　代表取締役 その他 現存
     １階 (薬       1)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19201-4493-9 めぐみ薬局 〒791-8026 089-989-6633有限会社あおぞら薬局石川　隼也 平28. 1. 1調剤 薬局
     松山市山西町５９５番地５　１階常　勤:    1　代表取締役　木下　 新規 現存
     (薬       1)雅子 平28. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19301-4494-7 きずな薬局 〒790-0011 089-998-6221株式会社ＹＯＵＫＯＵ冨岡　久雄 平28. 2. 1調剤 薬局
     松山市千舟町三丁目１番地４チソ常　勤:    1　代表取締役　大野　 新規 現存
     クビル３階南室 (薬       1)宣哲 平28. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19401-4495-4 あさひ調剤薬局　どう〒790-0846 089-917-8860株式会社　あさひファ井上　真理子 平28. 3. 1調剤 薬局
     ご店 松山市道後北代３番２１号あずま常　勤:    3ーマシー　代表取締役 新規 現存
     屋ビル１階 (薬       3)　河本　剛 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19501-4496-2 いずみ薬局　余戸店 〒790-0044 089-971-0160株式会社あきお　代表小田　美鈴 平28. 4. 1調剤 薬局
     松山市余戸東四丁目３番５号ＪＡ常　勤:    4取締役　木村　雅 新規 現存
     松山市余土ビル１階 (薬       4) 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［愛媛県］

［平成30年 6月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成30年 6月 4日作成    27 頁

  19601-4497-0 ひだまり調剤薬局　本〒790-0823 089-995-8845ＤＩサポート株式会社河野　真実子 平28. 4. 1調剤 薬局
     店 松山市清水町三丁目１５５番地６常　勤:    1　代表取締役　矢野　 新規 現存
     　１階 (薬       1)貴裕 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19701-4498-8 ファミリー薬局　木屋〒790-0821 089-926-3344有限会社エナフィー　竹内　正 平28. 4. 1調剤 薬局
     町店 松山市木屋町三丁目１２番地９ 常　勤:    1代表取締役　村上　毅 新規 現存
     (薬       1)起 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19801-4499-6 のぞみ薬局 〒790-0814 089-909-9320有限会社あおぞら薬局小西　雅浩 平28. 4. 1調剤 薬局
     松山市味酒町一丁目４番地９ 常　勤:    2　代表取締役　木下　 新規 現存
     (薬       2)雅子 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19901-4500-1 テイクどいだ薬局 〒790-0056 089-989-7902有限会社　テイク・デ小森　学 平28. 5. 1調剤 薬局
     松山市土居田町３１０番地７ 常　勤:    2ィスペンサリー　代表 新規 現存
     (薬       2)取締役　鬼嶋　武敏 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20001-4501-9 ハッピー薬局　空港通〒791-0054 089-994-8107株式会社　ハッピーフ山岸　幹典 平28. 5. 1調剤 薬局
     店 松山市空港通四丁目７番２号空港常　勤:    1ァーマシー　代表取締 新規 現存
     通４丁目ビル１階 (薬       1)役　新野　和幸 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20101-4502-7 こうのみ薬局　木屋町〒790-0821 089-923-0224有限会社　こうのみ薬野町　和久 平28. 5. 1調剤 薬局
     店 松山市木屋町三丁目１１番地４ 常　勤:    4局　取締役　野町　和 移動 現存
     (薬       4)久 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20201-4503-5 イオン薬局イオンスタ〒790-0951 089-918-0014イオンリテール株式会髙藤　厚 平28. 6. 2調剤 薬局
     イル松山 松山市天山一丁目１３番５号　イ常　勤:    5社　代表取締役　岡崎 移動 現存
     オンスタイル松山　１階 (薬       5)　双一 平28. 6. 2
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  20301-4504-3 城西調剤薬局第二 〒791-8036 089-974-8882有限会社　城西調剤薬葛西　大輔 平28. 8. 1調剤 薬局
     松山市高岡町８０番地３　１階 常　勤:    3局　代表取締役　渡部 新規 現存
     (薬       3)　靖子 平28. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20401-4506-8 もより調剤薬局　銀天〒790-0012 089-968-1588株式会社　もより　代中森　淳史 平28. 9. 1調剤 薬局
     街店 松山市湊町四丁目８番地１２　１常　勤:    1表取締役　中森　淳史 新規 現存
     階２階 (薬       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20501-4507-6 レデイ薬局　味酒店 〒790-0065 089-911-1175株式会社　レデイ薬局石田　ちさや 平28.11. 1調剤 薬局
     松山市宮西三丁目４番３０号 常　勤:    3　代表取締役　三橋信 新規 現存
     (薬       3)也 平28.11. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20601-4508-4 レデイ薬局古川店 〒790-0942 089-905-3166株式会社レデイ薬局　矢野　安耶花 平28.12. 1調剤 薬局
     松山市古川北一丁目２５番１４号常　勤:    1代表取締役　三橋　信 新規 現存
     (薬       1)也 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20701-4509-2 あい薬局西店 〒791-8084 089-952-7808有限会社あい薬局　代篠藤　英陽 平28.12. 5調剤 薬局
     松山市石風呂町２１１９番地６７常　勤:    3表取締役　古川　清 移動 現存
     (薬       3) 平28.12. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20801-4510-0 さくら薬局　中央店 〒790-0032 089-933-2245有限会社　メディケイ北野　久仁浩 平29. 1. 1調剤 薬局
     松山市土橋町１３番地１アイテク常　勤:    6ト　代表取締役　長富 移動 現存
     ノビル１階２階 (薬       6)　啓子 平29. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20901-4511-8 てぃーだ薬局　安城寺〒791-8006 089-978-6552有限会社　健美　代表酒井　雅人 平29. 1. 1調剤 薬局
     店 松山市安城寺町５２２番地３ 常　勤:    2取締役　八木　政義 新規 現存
     (薬       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  21001-4512-6 アルファ調剤薬局　済〒791-8026 089-967-6100株式会社　アルティザ松尾　哲 平29. 2. 1調剤 薬局
     生会前 松山市山西町８７９番地１０ 常　勤:    4ン　代表取締役　瀬尾 新規 現存
     (薬       4)　元太 平29. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21101-4513-4 アイン薬局　山西店 〒791-8026 089-909-8885株式会社　西日本ファ山根　めぐみ 平29. 2. 1調剤 薬局
     松山市山西町８９０番地 常　勤:    7ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       7)　武田　輝美 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21201-4514-2 たんぽぽ薬局　山西店〒791-8026 089-953-6661たんぽぽ薬局株式会社木村　悠平 平29. 2. 1調剤 薬局
     松山市山西町８９１番地１階 常　勤:    6　代表取締役　松野　 新規 現存
     (薬       6)英子 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21301-4515-9 レデイ薬局　和気店 〒799-2656 089-960-4515株式会社　レデイ薬局菅　寧伸 平29. 4. 1調剤 薬局
     松山市和気町一丁目６３７番地 常　勤:    3　代表取締役　三橋　 移動 現存
     (薬       3)信也 平29. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21401-4517-5 アイリス薬局南江戸店〒790-0062 089-909-3450有限会社エヌ・エスコ松﨑　元美 平29. 7. 1調剤 薬局
     松山市南江戸二丁目３番３６号メ常　勤:    1ーポレーション　代表 新規 現存
     ゾンハイツ西山１階 (薬       1)取締役　野尻　公三 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21501-4518-3 エンゼル薬局　はなみ〒790-0942 089-909-3290株式会社エンゼル　代岸田　勝臣 平29. 8. 1調剤 薬局
     ずき店 松山市古川北三丁目４番１３号 常　勤:    3表取締役　沖　恵子 新規 現存
     (薬       3) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21601-4519-1 レデイ薬局　余戸店 〒790-0045 089-968-6870株式会社レデイ薬局　松本　睦 平29. 8.16調剤 薬局
     松山市余戸中四丁目９番１０号 常　勤:    1代表取締役　三橋　信 新規 現存
     (薬       1)也 平29. 8.16
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21701-4520-9 ハッピー薬局　大街道〒790-0004 089-909-5502株式会社ハッピーファ城口　敦子 平29. 9. 1調剤 薬局
     店 松山市大街道二丁目６番地４号　常　勤:    1ーマシー　代表取締役 新規 現存
     １階 (薬       1)　新野　和幸 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  21801-4521-7 あい薬局三津店 〒791-8083 089-953-3930有限会社　あい薬局　菅　直美 平29.10. 1調剤 薬局
     松山市新浜町１番３号 常　勤:    3代表取締役　古川　清 移動 現存
     (薬       3) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21901-4522-5 はる薬局 〒791-1114 089-969-7212はる調剤　株式会社　春田　康幸 平29.10. 1調剤 薬局
     松山市井門町４５９番地４ 常　勤:    1代表取締役　春田　康 新規 現存
     (薬       1)幸 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22001-4523-3 薬局　ポイントタウン〒790-0012 089-987-7745有限会社　重長薬局　青野　誠司 平29.10. 1調剤 薬局
     松山市湊町六丁目２番地４　重長常　勤:    2代表取締役　重松　薫 移動 現存
     ビル１階 (薬       2)子 平29.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22101-4524-1 なごみ薬局 〒791-8056 089-995-8070株式会社　和の杜　代谷　佳江 平29.11. 3調剤 薬局
     松山市別府町４４２番地２ 常　勤:    2表取締役　谷　秀敏 移動 現存
     (薬       2) 平29.11. 3
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22201-4525-8 レデイ薬局　天山店 〒790-0951 089-915-0622株式会社　レデイ薬局倉本　由佳子 平29.11.16調剤 薬局
     松山市天山三丁目１５番１７号 常　勤:    1　代表取締役　三橋　 新規 現存
     (薬       1)信也 平29.11.16
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22301-4526-6 クローバー薬局北条店〒799-2430 089-993-0003株式会社クローバー　三浦　尚子 平30. 1. 1調剤 薬局
     松山市北条辻２０番地５ 常　勤:    1代表取締役　足永　貴 移動 現存
     (薬       1)義 平30. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22401-4527-4 三番町ＳＡＫＵＲＡ薬〒790-0003 089-913-2277有限会社　蝶野　代表蝶野　博城 平30. 1. 1調剤 薬局
     局 松山市三番町一丁目７番地４ＶＴ常　勤:    1取締役　蝶野　基晴 新規 現存
     ビル２階 (薬       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  22501-4528-2 レデイ薬局　問屋町店〒791-8018 089-911-2135株式会社　レデイ薬局石田　祐希 平30. 1.16調剤 薬局
     松山市問屋町２番４号 常　勤:    1　代表取締役　三橋　 新規 現存
     (薬       1)信也 平30. 1.16
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22601-4529-0 レデイ薬局　道後石手〒790-0901 089-914-5165株式会社レデイ薬局　矢野　晃一 平30. 4.16調剤 薬局
     店 松山市新石手１０１番地１ 常　勤:    1代表取締役　三橋　信 新規 現存
     (薬       1)也 平30. 4.16
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22701-4530-8 マルニ薬局　平井店 〒791-0243 089-909-5515マルニ調剤薬局　有限西岡　和哉 平30. 5. 1調剤 薬局
     松山市平井町２６１７番地 常　勤:    1会社　代表取締役　西 新規 現存
     (薬       1)岡　義人 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22801-4531-6 ふるみつ薬局 〒791-8067 089-909-8620株式会社　ジン　代表兒嶋　富子 平30. 5. 1調剤 薬局
     松山市古三津五丁目４番３１号 取締役　髙岡　通直 新規 現存
     平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22902-4002-6 有限会社　渡辺峰松堂〒794-0015 0898-23-0821有限会社渡辺峰松堂薬稲本　美和子 昭53.10.10調剤 薬局
     薬局 今治市常盤町三丁目６番地７号 常　勤:    2局　代表取締役　稲本 新規 現存
     (薬       2)　健 平29.10.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23002-4004-2 有限会社　アサイ薬局〒794-0042 0898-22-1735有限会社アサイ薬局　浅井　健治 昭53.10.10調剤 薬局
     今治市旭町一丁目２番地４ 常　勤:    1代表取締役　浅井　健 新規 現存
     (薬       1)治 平29.10.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23102-4027-3 文化堂薬局 〒799-1502 0898-48-3158越智　逸雄 越智　逸雄 昭42. 6. 1調剤 薬局
     今治市喜田村六丁目３番３３号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23202-4034-9 たちばな薬局 〒794-0821 0898-23-6265西原　孝子 西原　孝子 昭50. 2. 1調剤 薬局
     今治市立花町二丁目９番５号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23302-4045-5 今治薬局 〒794-0015 0898-22-0926安見　富雄 安見　富雄 昭55. 5. 1調剤 薬局
     今治市常盤町２丁目１－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  23402-4054-7 文化堂薬局高市店 〒799-1512 0898-47-0207越智　俊二 越智　俊二 昭57. 5.18調剤 薬局
     今治市高市甲２１の２ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 5.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23502-4067-9 寺尾薬局 〒794-0015 0898-22-0217株式会社　テラオ　代寺尾　純一 昭61. 3.12調剤 薬局
     今治市常盤町３丁目２－８ 常　勤:    1表取締役　寺尾　純一 交代 現存
     (薬       1) 平28. 3.12
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23602-4071-1 ツヂタ薬局 〒794-0024 0898-22-1106辻田　二朗 辻田　二朗 昭63. 6. 1調剤 薬局
     今治市共栄町三丁目３番２号 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23702-4072-9 鴨頭薬局 〒794-0023 0898-22-2390鴨頭　隆志 鴨頭　隆志 昭63.11. 1調剤 薬局
     今治市栄町４丁目２の２６ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23802-4074-5 有限会社　矢野薬局 〒794-0043 0898-22-6875有限会社　矢野薬局　矢野　怜子 平元. 2.28調剤 薬局
     今治市南宝来町２丁目２番地１ 常　勤:    1代表取締役　矢野　智 移動 現存
     (薬       1)之 平28. 2.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23902-4078-6 平野屋薬局 〒794-0028 0898-32-0255株式会社平野　代表取松田　恵理 平 2.11. 1調剤 薬局
     今治市北宝来町二丁目２の２２ 常　勤:    1締役　松田　泰幸 新規 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24002-4080-2 オチ信用堂薬局 〒794-0015 0898-22-0663越智　泰彦 越智　泰彦 平 3.11. 1調剤 薬局
     今治市常盤町４丁目８－８ 常　勤:    2 移動 現存
     (薬       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24102-4083-6 サン薬局 〒794-0015 0898-23-1302安見　勝文 安見　勝文 平 5. 7. 1調剤 薬局
     今治市常盤町八丁目３番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24202-4093-5 カモ調剤薬局 〒799-1512 0898-48-1901有限会社　カモ調剤薬鴨頭　邦子 平 8. 2. 1調剤 薬局
     今治市高市甲２６６番地１ 常　勤:    1局　代表取締役　鴨頭 新規 現存
     (薬       1)　隆志 平29. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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  24302-4098-4 平野グリーン薬局 〒799-1522 0898-36-6043株式会社平野　代表取曽我部　憲枝 平 8. 9. 1調剤 薬局
     今治市桜井四丁目１２番２７号 常　勤:    2締役　松田　泰幸 新規 現存
     (薬       2) 平29. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24402-4099-2 矢野調剤薬局 〒799-1522 0898-47-0645有限会社　矢野薬局　矢野　智之 平 8.10. 1調剤 薬局
     今治市桜井二丁目６番２３号 常　勤:    1代表取締役　矢野　智 新規 現存
     (薬       1)之 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24502-4101-6 平野調剤薬局 〒794-0028 0898-23-4466株式会社　平野　代表梅村　由貴 平 8.12. 1調剤 薬局
     今治市北宝来町二丁目４－３ 常　勤:    3取締役　松田　泰幸 移動 現存
     (薬       3) 平29.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24602-4104-0 寺尾別宮薬局 〒794-0026 0898-25-1211株式会社　テラオ　代寺尾　幸佳 平 9. 8. 1調剤 薬局
     今治市別宮町３丁目７ー２２ 常　勤:    1表取締役　寺尾　純一 新規 現存
     (薬       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24702-4107-3 鳥生薬局 〒794-0815 0898-23-1667菅野　洋美 菅野　克弘 平10. 4. 1調剤 薬局
     今治市土橋町１丁目９－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24802-4109-9 平野拝志薬局 〒799-1502 0898-36-6252株式会社　平野　代表別宮　豪 平10. 6. 1調剤 薬局
     今治市喜田村６丁目５ー１４ 常　勤:    4取締役　松田　泰幸 新規 現存
     (薬       4) 平28. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24902-4110-7 いずみ薬局 〒794-0038 0898-33-3874ハート有限会社　代表岡本　宏彦 平11. 4. 1調剤 薬局
     今治市末広町一丁目６番地２２ 常　勤:    1取締役　菅　泰富 新規 現存
     (薬       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25002-4111-5 マリン薬局 〒794-0062 0898-23-0605ハート有限会社　代表菅　泰富 平11. 4. 1調剤 薬局
     今治市馬越町三丁目３番１０号 常　勤:    1取締役　菅　泰富 交代 現存
     (薬       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  25102-4114-9 レデイ薬局近見店 〒794-0007 0898-34-0572株式会社レデイ薬局　佐道　正城 平11. 8. 1調剤 薬局
     今治市近見町二丁目甲３２番地１常　勤:    4代表取締役　三橋　信 交代 現存
     (薬       4)也 平29. 8. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25202-4116-4 すみれ調剤薬局 〒794-0006 0898-31-0041有限会社　今治調剤グ德永　憲一 平11.10. 1調剤 薬局
     今治市石井町四丁目５番５０号ア常　勤:    4ループ　代表取締役　 新規 現存
     イディヒルズ１０２号 (薬       4)德永　憲一 平29.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25302-4119-8 コスモ調剤薬局松木店〒799-1513 0898-48-6922有限会社アンフィニコ稲井　正作 平12. 4. 1調剤 薬局
     今治市松木字五反地２９番１３ 常　勤:    2スモ　代表取締役　重 新規 現存
     (薬       2)松　勲 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25402-4120-6 あさひ薬局 〒799-2113 0898-36-5377有限会社あさひ調剤薬鴨頭　輝彰 平12. 8. 1調剤 薬局
     今治市高部甲５２６番地６ 常　勤:    3局　代表取締役　日浅 新規 現存
     (薬       3)　俊二 平24. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25502-4121-4 のぞみ調剤薬局 〒794-0056 0898-34-7316有限会社エクスプレス戸田　耕治 平12. 9. 1調剤 薬局
     今治市南日吉町３丁目２番３号 常　勤:    3　代表取締役　酒井　 新規 現存
     (薬       3)富夫 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25602-4122-2 みどり薬局 〒794-0054 0898-34-8551株式会社アガスト　代竹本　絢香 平12.11. 1調剤 薬局
     今治市北日吉町１丁目１４－７ 常　勤:    4表取締役　菅　將史 新規 現存
     (薬       4) 平24.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25702-4127-1 さくらい薬局 〒799-1513 0898-48-0718近藤　理香 近藤　理香 平13. 7. 1調剤 薬局
     今治市松木３７６ー５ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25802-4128-9 西山薬局 〒794-0018 0898-22-2597西山　敦志 西山　敦志 平13. 8.21調剤 薬局
     今治市本町５丁目６－５ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平25. 8.21
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  25902-4130-5 近見調剤薬局 〒794-0006 0898-24-6880有限会社　薬商　代表大野　恭子 平14. 4. 1調剤 薬局
     今治市石井町４丁目６－２５ 常　勤:    1取締役　大野　憲二 新規 現存
     (薬       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26002-4131-3 今治けんこう薬局 〒794-0015 0898-32-6130有限会社　カナダイメ菅　大治郎 平14.11. 1調剤 薬局
     今治市常盤町５丁目３番３９号 常　勤:    2ディカル　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　菅　道就 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26102-4132-1 そうごう薬局　松本町〒794-0041 0898-33-2381総合メディカル株式会里　良太 平15. 2. 1調剤 薬局
     店 今治市松本町１丁目３番地９ 常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平27. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26202-4133-9 かもめ調剤薬局 〒794-0005 0898-34-4454有限会社　エクスプレ尾高　侯男 平16. 4. 1調剤 薬局
     今治市大新田町３丁目４番７号 常　勤:    2ス　代表取締役　酒井 新規 現存
     (薬       2)　富夫 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26302-4134-7 いけだ薬局 〒794-0054 0898-22-8877株式会社　エイリッシ池田　哲之 平16. 4. 1調剤 薬局
     今治市北日吉町１丁目２５番５号常　勤:    4ュ　代表取締役　八木 組織変更 現存
     (薬       4)　政義 平28. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26402-4135-4 さくら薬局今治店 〒794-0024 0898-34-7111有限会社　蝶野　代表片上　智惠 平17. 1. 1調剤 薬局
     今治市共栄町二丁目２番１号 常　勤:    2取締役　蝶野　基晴 新規 現存
     (薬       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26502-4137-0 すみむら薬局 〒799-2202 0898-53-2029有限会社すみむら　代住村　淳 平18. 7. 1調剤 薬局
     今治市大西町紺原甲３０３番３ 常　勤:    1表取締役　住村　淳 移動 現存
     (薬       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26602-4138-8 こまち調剤薬局 〒794-0056 0898-52-3310有限会社エクスプレス酒井　富夫 平18.12. 1調剤 薬局
     今治市南日吉町二丁目３番地３６常　勤:    2　代表取締役　酒井　 新規 現存
     号 (薬       2)富夫 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  26702-4139-6 クローバー薬局北日吉〒794-0054 0898-33-7570株式会社　クローバー琴村　威雄 平19.10. 1調剤 薬局
     店 今治市北日吉町一丁目８番１７号常　勤:    2　代表取締役　足永　 新規 現存
     (薬       2)貴義 平25.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26802-4140-4 上浦ハート薬局 〒794-1402 0897-74-0630有限会社　カナダイメ菅　賀子 平20. 5. 1調剤 薬局
     今治市上浦町井口５２９７－１ 常　勤:    1ディカル　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　菅　道就 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26902-4141-2 しまなみ薬局 〒794-0054 0898-33-9345株式会社　アガスト　菅　弘如 平20.10. 1調剤 薬局
     今治市北日吉町一丁目１４－７ 常　勤:    2代表取締役　菅　將史 新規 現存
     (薬       2) 平26.10. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27002-4142-0 今治おかもと薬局 〒794-0811 0898-23-0220有限会社　岡本薬局　岡本　ひとみ 平21. 1. 1調剤 薬局
     今治市南高下町３丁目２番１０号常　勤:    2代表取締役　岡本　道 新規 現存
     (薬       2)周 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27102-4144-6 あおぞら調剤薬局 〒794-0028 0898-35-3510株式会社　アガペ　代小寺　典子 平22. 7. 1調剤 薬局
     今治市北宝来町二丁目３番地６ 常　勤:    5表取締役　小寺　典子 新規 現存
     (薬       5) 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27202-4145-3 レデイ薬局　今治東店〒799-1506 0898-47-4999株式会社　レデイ薬局相原　美江 平22. 9. 1調剤 薬局
     今治市東村五丁目９番３３号 常　勤:    2　代表取締役　三橋　 交代 現存
     (薬       2)信也 平28. 9. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27302-4146-1 おぐに薬局宮下店 〒794-0052 0898-35-2092株式会社　おぐに　代古関　朋子 平23. 7. 1調剤 薬局
     今治市宮下町一丁目１番２１号 常　勤:    2表取締役　三浦　稔 新規 現存
     (薬       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  27402-4147-9 レデイ薬局　北高下店〒794-0812 0898-35-3227株式会社　レデイ薬局山本　秀樹 平23. 8. 1調剤 薬局
     今治市北高下町二丁目１番３号 常　勤:    2　代表取締役　三橋　 新規 現存
     (薬       2)信也 平29. 8. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27502-4148-7 有限会社佐々木薬局 〒794-0018 0898-22-1296有限会社佐々木薬局　佐々木　健弘 平23. 9. 1調剤 薬局
     今治市本町二丁目２番地５ 常　勤:    1代表取締役　佐々木　 新規 現存
     (薬       1)チズ子 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27602-4150-3 クオール薬局今治店 〒794-0028 0898-25-2989クオール株式会社　代谷口　京子 平24. 2. 1調剤 薬局
     今治市北宝来町二丁目２番地１号常　勤:    1表取締役　中村　敬 新規 現存
     (薬       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27702-4151-1 べつみょう薬局 〒794-0065 0898-22-6082株式会社　エイリッシ三木　信隆 平13. 4. 1調剤 薬局
     今治市別名字中河原１９９番１ 常　勤:    6ュ　代表取締役　八木 移動 現存
     (薬       6)　政義 平25. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27802-4152-9 てぃーだ薬局 〒794-0052 0898-34-1255有限会社健美　代表取井渕　和彦 平24. 6. 1調剤 薬局
     今治市宮下町一丁目１番９号 常　勤:    2締役　八木　政義 新規 現存
     (薬       2) 平30. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27902-4154-5 ひめ薬局　北鳥生店 〒794-0803 0898-55-8883株式会社レフピック　丹生谷　昌彰 平24.11. 1調剤 薬局
     今治市北鳥生町三丁目４番１２号常　勤:    1代表取締役　一色　耕 新規 現存
     (薬       1)平 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28002-4155-2 つばめ調剤薬局 〒794-0015 0898-34-4474株式会社　つばめ調剤兵頭　重美 平25. 6. 1調剤 薬局
     今治市常盤町七丁目３番９号 常　勤:    1薬局　代表取締役　兵 新規 現存
     (薬       1)頭　重美 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28102-4156-0 立花八丁薬局 〒794-0832 0898-35-2290有限会社　ＭＥＤＩＣ鴨頭　洋子 平26. 1. 1調剤 薬局
     今治市八町西五丁目１番２１号 常　勤:    1　取締役　鴨頭　洋子 新規 現存
     (薬       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  28202-4157-8 うさぎ薬局 〒794-0038 0898-22-3355有限会社　城西調剤薬波頭　節子 平26. 7. 1調剤 薬局
     今治市末広町３丁目３－４ 常　勤:    2局　代表取締役　渡部 新規 現存
     (薬       2)　靖子 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28302-4158-6 あおば薬局 〒794-0821 0898-34-3313有限会社ヒアサ薬局　日浅　拓 平27. 6. 1調剤 薬局
     今治市立花町３丁目７番３０号 常　勤:    1代表取締役　日浅　良 新規 現存
     (薬       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28402-4159-4 平野ごう薬局 〒794-0826 0898-35-4081株式会社平野　代表取村上　光代 平27. 7. 1調剤 薬局
     今治市郷新屋敷町３丁目１－４２常　勤:    3締役　松田　泰幸 新規 現存
     (薬       3) 平27. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28502-4160-2 アルファ調剤薬局　今〒794-0027 0898-33-7737株式会社アルティザン瀬尾　元太 平27.11. 1調剤 薬局
     治店 今治市南大門町２丁目１番地２１常　勤:    3　代表取締役　瀬尾　 新規 現存
     (薬       3)元太 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28602-4161-0 イオン薬局イオンスタ〒794-0068 0898-34-6142イオンリテール株式会後藤　圭佑 平28. 4. 1調剤 薬局
     イル今治新都市 今治市にぎわい広場１番地１ 常　勤:    3社　代表取締役　岡崎 新規 現存
     (薬       3)　双一 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28702-4162-8 まつだ薬局 〒794-0064 0898-35-4660株式会社　平野　代表真鍋　沙織 平28.12. 1調剤 薬局
     今治市小泉４丁目１１番１１号 常　勤:    2取締役　松田　泰幸 新規 現存
     (薬       2) 平28.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28802-4164-4 もり薬局 〒794-0015 0898-32-2627有限会社　もり薬局　石川　由香里 平29. 5. 1調剤 薬局
     今治市常盤町五丁目２番２３号 常　勤:    1取締役　　石川　由香 移動 現存
     (薬       1)里 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  28902-4165-1 わいわい薬局 〒794-0043 0898-52-8686株式会社ＹＹ　代表取二川　貴文 平29. 7. 1調剤 薬局
     今治市南宝来町二丁目７番地２ 常　勤:    3締役　矢野　嘉人 新規 現存
     (薬       3) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29002-4166-9 レデイ薬局　喜田村店〒799-1501 0898-36-6510株式会社レデイ薬局　三木　悠平 平29. 9.16調剤 薬局
     今治市喜田村一丁目５番５号 常　勤:    3代表取締役　三橋　信 新規 現存
     (薬       3)也 平29. 9.16
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29102-4167-7 今治みかん薬局 〒799-1502 0898-52-8866ウインウエイ株式会社菅　道就 平29.10. 1調剤 薬局
     今治市喜田村七丁目２番３７号 常　勤:    3　代表取締役　菅　道 新規 現存
     (薬       3)就 平29.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29202-4168-5 ファーマシィ薬局今治〒799-1502 0898-36-6011株式会社ファーマシィ栗本　博正 平29.10. 1調剤 薬局
     今治市喜田村七丁目２番４２号 常　勤:    5　代表取締役　武田　 新規 現存
     (薬       5)宏 平29.10. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29302-4169-3 たんぽぽ薬局今治喜田〒799-1502 0898-47-6881たんぽぽ薬局株式会社福良　祐介 平29.10. 1調剤 薬局
     村店 今治市喜田村七丁目２番４１号　常　勤:    6　代表取締役　松野　 新規 現存
     １階 (薬       6)英子 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29402-4170-1 ならの木薬局　ビギン〒794-0054 0898-33-7570株式会社ナスカ　代表中野　和子 平30. 4. 1調剤 薬局
     今治市北日吉町一丁目８番１７号常　勤:    1取締役　那須　伸二 新規 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29503-4035-4 有限会社　ウチマスフ〒798-0074 0895-24-4200有限会社ウチマスファ内舛　富男 平 4.11. 1調剤 薬局
     ァーマシー並松調剤薬宇和島市並松一丁目１番４０号 常　勤:    4ーマシー並松調剤薬局 新規 現存
     局 (薬       4)　代表取締役　内舛　 平28.11. 1
     非常勤:    1富男
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29603-4039-6 ひまわり薬局 〒798-0035 0895-23-2370有限会社　ひまわり薬野本　裕子 平 7.10. 1調剤 薬局
     宇和島市新町一丁目３番５号 常　勤:    2局　代表取締役　野本 新規 現存
     (薬       2)　壽 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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  29703-4041-2 ダテ薬局 〒798-0060 0895-22-0085有限会社　アポトライ木村　りつ子 平10. 3. 1調剤 薬局
     宇和島市丸之内３丁目２－１ 常　勤:    3　代表取締役　井上　 交代 現存
     (薬       3)貴博 平28. 3. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29803-4043-8 京町薬局 〒798-0052 0895-20-1577愛ファーマシー株式会森岡　千歳 平10.11. 1調剤 薬局
     宇和島市京町１番８号 常　勤:    2社　代表取締役　三原 新規 現存
     (薬       2)　謙一 平28.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29903-4045-3 パール薬局 〒798-0061 0895-20-0517有限会社　宇和島調剤二宮　治代 平14.10. 1調剤 薬局
     宇和島市御殿町３－６ 常　勤:    1　代表取締役　野本　 新規 現存
     (薬       1)壽 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30003-4046-1 フロンティア薬局　宇〒798-0060 0895-26-5570株式会社　フロンティ渡部　慎司 平14.10. 1調剤 薬局
     和島店 宇和島市丸之内２丁目１番４号 常　勤:    3ア　代表取締役　重森 新規 現存
     (薬       3)　裕之 平26.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30103-4048-7 はまゆう薬局 〒798-0061 0895-20-0507有限会社　宇和島調剤野本　壽 平14.11. 1調剤 薬局
     宇和島市御殿町４－１９ 常　勤:    1　代表取締役　野本　 新規 現存
     (薬       1)壽 平26.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30203-4055-2 たんぽぽ薬局宇和島店〒798-0060 0895-22-0650たんぽぽ薬局株式会社石村　篤志 平17.11. 1調剤 薬局
     宇和島市丸之内二丁目１の５ 常　勤:    3　代表取締役　松野　 交代 現存
     (薬       3)英子 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30303-4056-0 あんず薬局 〒798-0062 0895-25-3311愛ファーマシー株式会清家　美砂 平20. 9. 1調剤 薬局
     宇和島市桜町２－５２ 常　勤:    6社　代表取締役　三原 新規 現存
     (薬       6)　謙一 平26. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  30403-4057-8 アタゴ薬局 〒798-0051 0895-23-8008愛ファーマシー株式会河野　友子 平20. 9. 1調剤 薬局
     宇和島市広小路１－４３ 常　勤:    1社　代表取締役　三原 新規 現存
     (薬       1)　謙一 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30503-4058-6 うわじま薬局 〒798-0050 0895-24-3530株式会社　エムワイエ森　薫樹 平23. 1. 1調剤 薬局
     宇和島市堀端町１番１８号 常　勤:    2ス　代表取締役　松田 新規 現存
     (薬       2)　吉史 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30603-4059-4 明倫薬局 〒798-0051 0895-28-6669有限会社　アポトライ上田　千秋 平23. 4. 1調剤 薬局
     宇和島市広小路２番４０号 常　勤:    1　代表取締役　井上　 新規 現存
     (薬       1)貴博 平29. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30703-4060-2 青空薬局 〒798-0027 0895-26-2428セイコーメディカルブ奥畑　智 平23.10. 1調剤 薬局
     宇和島市柿原甲１３５２番４ 常　勤:    3レーン株式会社　代表 新規 現存
     (薬       3)取締役　岩井堂　政裕 平29.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30803-4061-0 白雲薬局 〒798-0051 0895-26-4043セイコーメディカルブ友澤　愛 平23.10. 1調剤 薬局
     宇和島市広小路１番３４号 常　勤:    1レーン株式会社　代表 新規 現存
     (薬       1)取締役　岩井堂　政裕 平29.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30903-4062-8 みかん薬局 〒799-3701 0895-20-2208愛ファーマシー株式会上甲　恵 平24.10. 1調剤 薬局
     宇和島市吉田町北小路２００番地常　勤:    3社　代表取締役　三原 交代 現存
     １ (薬       3)　謙一 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31003-4063-6 ワレイ薬局 〒798-0015 0895-24-2320愛ファーマシー株式会小畑　美恵子 平24.10. 1調剤 薬局
     宇和島市和霊元町４丁目２ー１２常　勤:    2社　代表取締役　三原 交代 現存
     (薬       2)　謙一 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31103-4064-4 保険調剤薬局リトル 〒798-0040 0895-24-6650愛ファーマシー株式会菊地　幸子 平24.10. 1調剤 薬局
     宇和島市中央町１丁目９－１０愛常　勤:    1社　代表取締役　三原 交代 現存
     媛新聞社ビル１階 (薬       1)　謙一 平24.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
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  31203-4067-7 えびす薬局 〒798-0032 0895-22-2727有限会社アポトライ　梶原　雅代 平27. 5. 1調剤 薬局
     宇和島市恵美須町１丁目３番１０常　勤:    1代表取締役　井上　貴 新規 現存
     号 (薬       1)博 平27. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31303-4068-5 丸之内薬局 〒798-0060 0895-28-6030愛ファーマシー株式会大野　成司 平27.11. 1調剤 薬局
     宇和島市丸之内１丁目１番９号 常　勤:    2社　代表取締役　三原 新規 現存
     (薬       2)　謙一 平27.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31403-4071-9 みゆき薬局 〒798-0013 0895-22-2688愛ファーマシー株式会本田　英司 平28.12. 5調剤 薬局
     宇和島市御幸町二丁目１番１３号常　勤:    5社　代表取締役　三原 移動 現存
     (薬       5)　謙一 平28.12. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31503-4072-7 ホリバタ薬局 〒798-0050 0895-22-6260愛ファーマシー株式会加藤　裕子 平29. 4. 3調剤 薬局
     宇和島市堀端町１番１８号 常　勤:    5社　代表取締役　三原 移動 現存
     (薬       5)　謙一 平29. 4. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31604-4024-6 カメオカ薬局 〒796-0088 0894-22-0972株式会社くすりのカメ亀岡　鏡子 平 6.11. 1調剤 薬局
     八幡浜市２４９－１ 常　勤:    1オカ　代表取締役　仲 交代 現存
     (薬       1)村　正二 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31704-4026-1 池田薬局 〒796-0088 0894-22-0431池田　泰広 池田　洋子 平 8. 8. 1調剤 薬局
     八幡浜市２５８番地２ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31804-4031-1 そうごう薬局　八幡浜〒796-0003 0894-24-2611総合メディカル株式会堀田　理文 平15. 3. 1調剤 薬局
     店 八幡浜市大平１番耕地６４４番地常　勤:    2社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       2)　賢治 平27. 3. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31904-4033-7 薬寿マリン薬局 〒796-0003 0894-29-1108有限会社　薬寿　代表木村　冬樹 平15. 4. 1調剤 薬局
     八幡浜市大平１－７７４－５ 常　勤:    2取締役　祖母井　弘澄 新規 現存
     (薬       2) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  32004-4034-5 そうごう薬局　港町店〒796-0072 0894-22-3431総合メディカル株式会西田　早織 平15. 9. 1調剤 薬局
     八幡浜市４１６番地１ 常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平27. 8. 5
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32104-4035-2 有限会社　まつもと調〒796-0003 0894-24-6426有限会社　まつもと調松本　雅幸 平16.11. 8調剤 薬局
     剤薬局 八幡浜市大平１番耕地７７４番地常　勤:    2剤薬局　代表取締役　 組織変更 現存
     ６ (薬       2)松本　雅幸 平28.11. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32204-4037-8 グリーン薬局 〒796-8010 0894-24-7411有限会社しみず調剤薬城戸　麻里 平17. 9. 1調剤 薬局
     八幡浜市五反田１番耕地１０５５常　勤:    1局　代表取締役　清水 交代 現存
     (薬       1)　えり子 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32304-4038-6 ソフィー薬局 〒796-0075 0894-29-1630有限会社せいどう　井月川　和善 平17.10. 1調剤 薬局
     八幡浜市３８４番地 常　勤:    2上　正廣 新規 現存
     (薬       2) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32404-4039-4 かもめ調剤薬局 〒796-0087 0894-35-7300有限会社薬寿　代表取二宮　生美 平18.10. 1調剤 薬局
     八幡浜市沖新田１５１０番地１６常　勤:    2締役　祖母井　弘澄 新規 現存
     ４ (薬       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32504-4042-8 よつば薬局　駅前西通〒796-0031 0894-20-8388よつばメディカルサー長渕　隆久 平20. 8. 1調剤 薬局
     店 八幡浜市江戸岡１丁目７－１５ 常　勤:    1ビス株式会社　代表取 新規 現存
     (薬       1)締役　武智　博志 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32604-4044-4 ひのき調剤薬局 〒796-0021 0894-35-6628有限会社　薬寿　代表松前　眞由美 平21. 7. 1調剤 薬局
     八幡浜市桧谷１０２８－１ 常　勤:    2取締役　祖母井　弘澄 新規 現存
     (薬       2) 平27. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32704-4045-1 なぎさ薬局 〒796-8004 0894-35-7777有限会社　渚薬局　代野本　紀美子 平21. 8. 1調剤 薬局
     八幡浜市産業通６番２７号 常　勤:    2表取締役　松岡　康仁 新規 現存
     (薬       2) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  32804-4046-9 さかろく調剤薬局 〒796-0001 0894-29-1248株式会社　共栄ファー大西　邦雄 平21. 9. 1調剤 薬局
     八幡浜市向灘字高城２２９－４０常　勤:    2マシー　代表取締役　 交代 現存
     (薬       2)宇野　光裕 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32904-4047-7 アイビー薬局　八幡浜〒796-8002 0894-29-1827株式会社　Ｙ´ｓコー吉岡　昌大 平21.12. 1調剤 薬局
     店 八幡浜市広瀬１丁目７－１４ 常　勤:    1ポレーション　代表取 新規 現存
     (薬       1)締役　小田原　吉彦 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33004-4048-5 いろは薬局　大黒町店〒796-0083 0894-35-6667有限会社　せいどう　中川　美代 平22. 5. 1調剤 薬局
     八幡浜市１５２６－４ 常　勤:    2代表取締役　井上　正 新規 現存
     (薬       2)廣 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33104-4050-1 そうごう薬局　千代田〒796-0000 0894-20-0331総合メディカル　株式船津　佳代子 平23. 3. 1調剤 薬局
     町店 八幡浜市１４５５番２３ 常　勤:    1会社　代表取締役　坂 新規 現存
     (薬       1)本　賢治 平29. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33204-4051-9 双岩薬局 〒796-8035 0894-20-0220愛ファーマシー株式会菊池　豊 平24.10. 1調剤 薬局
     八幡浜市若山４－２０５－１ 常　勤:    1社　代表取締役　三原 交代 現存
     (薬       1)　謙一 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33304-4052-7 八幡浜中央薬局 〒796-0031 0894-20-9397四国ビジネスサポート二宮　明子 平25. 2. 1調剤 薬局
     八幡浜市江戸岡一丁目８７０番地常　勤:    1株式会社　代表取締役 新規 現存
     ３ (薬       1)　佐々木　理 平25. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33404-4053-5 アイビー薬局穴井店 〒796-8054 0894-21-1378株式会社Ｙ’ｓコーポ松本　千重 平25. 4. 1調剤 薬局
     八幡浜市穴井３番耕地４０６番地常　勤:    1レーション　代表取締 新規 現存
     ５ (薬       1)役　小田原　吉彦 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  33504-4054-3 かりん薬局 〒796-8002 0894-35-6930有限会社　渚薬局　代松岡　康仁 平26. 4. 1調剤 薬局
     八幡浜市広瀬１－６－８ 常　勤:    1表取締役　松岡　康仁 新規 現存
     (薬       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33604-4055-0 しらはま薬局 〒796-0047 0894-35-7031よつばメディカルサー武智　博志 平26. 4. 1調剤 薬局
     八幡浜市字白浜１５３６番地２２常　勤:    1ビス　株式会社　代表 新規 現存
     ０ (薬       1)取締役　武智　博志 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33704-4056-8 快青薬局 〒796-0088 0894-22-4200株式会社池田や　代表池田　博行 平27. 8. 1調剤 薬局
     八幡浜市１２２８番地５ 常　勤:    1取締役　池田　博行 新規 現存
     (薬       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33804-4057-6 木屋薬局 〒796-0083 0894-22-0681久世　和孝 久世　和孝 平28. 8. 1調剤 薬局
     八幡浜市１５２６番地 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33905-4032-6 キクワ薬局 〒792-0888 0897-45-0102岩崎　堯乃 岩崎　堯乃 昭45. 7. 1調剤 薬局
     新居浜市田の上４丁目３番５４号常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34005-4046-6 有限会社　愛生堂薬局〒792-0801 0897-32-2667有限会社愛生堂薬局　藤田　裕 昭53. 9.11調剤 薬局
     新居浜市菊本町一丁目２番２２号常　勤:    2代表取締役　藤田　裕 交代 現存
     (薬       2) 平29. 9.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34105-4062-3 菅薬局 〒792-0866 0897-32-3838菅　芳朗 菅　芳朗 平 3. 8. 1調剤 薬局
     新居浜市宇高町３丁目１２－２２常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34205-4064-9 光琳堂薬局 〒792-0004 0897-33-6153有限会社　光琳堂　代小松　政美 平 4. 2.12調剤 薬局
     新居浜市北新町１番３号 常　勤:    6表取締役　山田　洋二 交代 現存
     (薬       6) 平28. 2.12
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34305-4086-2 本郷調剤薬局 〒792-0042 0897-66-2677有限会社新居浜調剤　土居　正典 平12. 3. 1調剤 薬局
     新居浜市本郷三丁目５番３５号 常　勤:    3代表取締役　大谷　紀 新規 現存
     (薬       3)之 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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  34405-4091-2 あおぞら薬局 〒792-0863 0897-31-3900株式会社サミット　代池内　和宏 平12. 4. 1調剤 薬局
     新居浜市南小松原町１３番地３５常　勤:    4表取締役　香川　將章 新規 現存
     (薬       4) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34505-4092-0 新居浜中央薬局 〒792-0863 0897-31-2324有限会社光琳堂　代表十亀　壽男 平12. 7. 1調剤 薬局
     新居浜市南小松原町１３番地４０常　勤:    1取締役　山田　洋二 新規 現存
     (薬       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34605-4096-1 若水ハロー薬局 〒792-0017 0897-31-1850株式会社えひめ保健企小林　恵美 平13. 2. 1調剤 薬局
     新居浜市若水町１丁目７－１６ 常　勤:    5画　代表取締役　末光 新規 現存
     (薬       5)　一元 平25. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34705-4099-5 王子調剤薬局 〒792-0008 0897-31-1886有限会社新居浜調剤　鎌田　幸一 平13. 3. 1調剤 薬局
     新居浜市王子町３－２ 常　勤:    5代表取締役　大谷　紀 新規 現存
     (薬       5)之 平25. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34805-4101-9 さくら薬局 〒792-0863 0897-37-1177有限会社蝶野　代表取伊藤　絵梨 平13. 4. 1調剤 薬局
     新居浜市南小松原町１３－３５ 常　勤:    2締役　蝶野　基晴 新規 現存
     (薬       2) 平25. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34905-4106-8 ひまわり薬局 〒792-0041 0897-31-6450有限会社　たけだ調剤古野　翼 平13. 9. 1調剤 薬局
     新居浜市中村松木１丁目１２番５常　勤:    2薬局　代表取締役　武 新規 現存
     号 (薬       2)田　由美子 平25. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35005-4108-4 フロンティア薬局　松〒792-0829 0897-66-1002株式会社　フロンティ石津　由美子 平14. 1. 1調剤 薬局
     木町店 新居浜市松木町３ー７水野ビル１常　勤:    2ア　代表取締役　重森 その他 現存
     Ｆ (薬       2)　裕之 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  35105-4109-2 フロンティア薬局　新〒792-0003 0897-31-1080株式会社　フロンティ塩見　康子 平14. 1. 1調剤 薬局
     田町店 新居浜市新田町２丁目２－１７ 常　勤:    2ア　代表取締役　重森 その他 現存
     (薬       2)　裕之 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35205-4111-8 チェリー薬局 〒792-0881 0897-45-2200有限会社　チェリー薬田村　一彦 平14. 6. 1調剤 薬局
     新居浜市松神子三丁目４番４３号常　勤:    1局　代表取締役　渡辺 新規 現存
     (薬       1)　愼一郎 平26. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35305-4112-6 きんぐ調剤薬局八幡 〒792-0871 0897-31-0836有限会社　キングメデ工藤　智 平14.10. 1調剤 薬局
     新居浜市八幡２丁目５番６号 常　勤:    2ィカル　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)元木　啓之 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35405-4113-4 にこにこ薬局　角野店〒792-0834 0897-31-6406株式会社　アクト　代岡部　隆博 平14.10. 1調剤 薬局
     新居浜市中西町６－４５ 常　勤:    2表取締役　古野　翼 新規 現存
     (薬       2) 平26.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35505-4117-5 そがめ薬局上原店 〒792-0046 0897-31-7967有限会社テンタートル加地　由照 平18. 8. 1調剤 薬局
     新居浜市上原三丁目１番２９号 常　勤:    1　代表取締役　十亀　 新規 現存
     (薬       1)浩 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35605-4118-3 さくら薬局中央店 〒792-0812 0897-41-1155有限会社蝶野　代表取鈴木　貴英 平18. 9. 1調剤 薬局
     新居浜市坂井町三丁目６番２号 常　勤:    1締役　蝶野　基晴 新規 現存
     (薬       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35705-4119-1 チェリー薬局土橋店 〒792-0043 0897-31-6530有限会社チェリー薬局兒玉　健 平18.10. 1調剤 薬局
     新居浜市土橋一丁目８番２０号 常　勤:    2　代表取締役　渡辺　 新規 現存
     (薬       2)愼一郎 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  35805-4120-9 やませみ薬局 〒792-0826 0897-47-3001株式会社クレイン　代松本　陽一郎 平19. 4. 1調剤 薬局
     新居浜市喜光地町一丁目１４－１常　勤:    2表取締役　菅　將史 新規 現存
     ０ (薬       2) 平25. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35905-4122-5 庄内調剤薬局 〒792-0811 0897-32-1313株式会社メディシス　小野　輝朗 平19. 4. 1調剤 薬局
     新居浜市庄内町一丁目１４番３５常　勤:    2代表取締役　大谷　紀 交代 現存
     号 (薬       2)之 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36005-4123-3 かとう調剤薬局 〒792-0887 0897-47-3888加藤　収子 加藤　収子 平19. 5. 1調剤 薬局
     新居浜市高田二丁目４番１８号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36105-4124-1 オレンジ薬局 〒792-0041 0897-31-6620有限会社たけだ調剤薬岡田　易子 平19. 5. 1調剤 薬局
     新居浜市中村松木一丁目７番７号常　勤:    1局　代表取締役　武田 新規 現存
     (薬       1)　由美子 平25. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36205-4125-8 フクダ薬局西之端店 〒792-0044 0897-66-1316有限会社フクダ薬局　福田　啓子 平19. 8. 1調剤 薬局
     新居浜市中村一丁目５番３８号 常　勤:    1代表取締役　福田　啓 新規 現存
     (薬       1)子 平25. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36305-4127-4 アップル薬局 〒792-0812 0897-31-6720株式会社　サミット　石川　香代子 平20. 3. 1調剤 薬局
     新居浜市坂井町３丁目６番２８号常　勤:    2代表取締役　香川　將 新規 現存
     (薬       2)章 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36405-4128-2 むらやま薬局 〒792-0856 0897-47-2558株式会社　ムラヤマ　村山　勝志 平20. 6. 1調剤 薬局
     新居浜市船木甲４３２２番地３ 常　勤:    3代表取締役　村山　勝 新規 現存
     (薬       3)志 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36505-4129-0 イオン薬局新居浜店 〒792-0007 0897-31-0644イオンリテール株式会河村　優子 平20. 8.21調剤 薬局
     新居浜市前田町８ー８ 常　勤:    7社　代表取締役　岡崎 交代 現存
     (薬       7)　双一 平26. 8.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  36605-4130-8 レデイ薬局新居浜西店〒792-0045 0897-40-2339株式会社レデイ薬局　阿部　将平 平20. 8.30調剤 薬局
     新居浜市中萩町４－４４ 常　勤:    5代表取締役　三橋　信 移動 現存
     (薬       5)也 平26. 8.30
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36705-4131-6 西之端薬局 〒792-0045 0897-41-3900有限会社　西之端薬局奈島　正幸 平20.12.24調剤 薬局
     新居浜市中萩町１番５号 常　勤:    3　代表取締役　奈島　 移動 現存
     (薬       3)正幸 平26.12.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36805-4132-4 中萩薬局 〒792-0045 0897-66-1377株式会社アガスト　代成田　哲也 平21. 1. 1調剤 薬局
     新居浜市中萩町２番３号 常　勤:    2表取締役　菅　將史 移動 現存
     (薬       2) 平27. 1. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36905-4133-2 チェリー薬局　垣生店〒792-0872 0897-67-1780有限会社　チェリー薬篠原　浩美 平21. 2. 1調剤 薬局
     新居浜市垣生一丁目７番２１号 常　勤:    1局　代表取締役　渡辺 新規 現存
     (薬       1)　愼一郎 平27. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37005-4136-5 コスモス薬局　駅前店〒792-0812 0897-65-4470株式会社　ネオファル加嶋　照伸 平21. 7. 1調剤 薬局
     新居浜市坂井町１丁目７番１号 常　勤:    2マー　代表取締役　香 新規 現存
     (薬       2)川　將章 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37105-4139-9 ひめ薬局　松神子店 〒792-0881 0897-46-3505株式会社　レフピック村上　宏之 平21.12. 1調剤 薬局
     新居浜市松神子４丁目１番１３号常　勤:    1　代表取締役　一色　 新規 現存
     (薬       1)耕平 平27.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37205-4140-7 チェリー薬局　宮西店〒792-0024 0897-47-4330有限会社　チェリー薬髙橋　伸輔 平22. 4. 1調剤 薬局
     新居浜市宮西町１番１０号 常　勤:    1局　代表取締役　渡辺 新規 現存
     (薬       1)　愼一郎 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37305-4141-5 千葉薬局 〒792-0852 0897-40-3213高岡　倫子 髙岡　倫子 平22. 5. 1調剤 薬局
     新居浜市東田２丁目甲１８４１番常　勤:    1 交代 現存
     地１ (薬       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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  37405-4143-1 すみの薬局 〒792-0841 0897-47-6285株式会社　Ｙ’ｓグロ谷　康平 平23. 5. 1調剤 薬局
     新居浜市中筋町二丁目１番３号 常　勤:    2ーイング　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　山口　貴大 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37505-4144-9 きんぐ調剤薬局　久保〒792-0026 0897-47-1155有限会社キングメディ元木　啓之 平24.10. 1調剤 薬局
     田 新居浜市久保田町２丁目４番２６常　勤:    1カル　代表取締役　元 新規 現存
     号 (薬       1)木　啓之 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37605-4145-6 ぽかぽか薬局新居浜店〒792-0025 0897-47-7612株式会社ＦＥＳＲＥＣ秦　ゆう子 平25.10. 1調剤 薬局
     新居浜市一宮町１丁目１２－５６常　勤:    1　代表取締役　三谷　 新規 現存
     (薬       1)洋右 平25.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37705-4146-4 おか薬局 〒792-0856 0897-43-8866株式会社　おかファー岡　正広 平25.12. 1調剤 薬局
     新居浜市船木甲４４７５番地１ 常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)岡　正広 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37805-4147-2 さくら薬局　グランシ〒792-0025 0897-32-1177有限会社　蝶野　代表藤田　真嗣 平27. 3.30調剤 薬局
     ャリオ 新居浜市一宮町二丁目６番７７号常　勤:    1取締役　蝶野　基晴 新規 現存
     (薬       1) 平27. 3.30
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37905-4148-0 チェリー薬局　本郷店〒792-0042 0897-47-8133有限会社チェリー薬局山中　敬子 平27. 7. 1調剤 薬局
     新居浜市本郷３丁目５番３４号 常　勤:    1　代表取締役　渡辺　 新規 現存
     (薬       1)愼一郎 平27. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38005-4149-8 フロンティア薬局　本〒792-0042 0897-31-6120株式会社フロンティア横山　克子 平27. 7. 1調剤 薬局
     郷店 新居浜市本郷３丁目５－３１ 常　勤:    2　代表取締役　重森　 新規 現存
     (薬       2)裕之 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  38105-4150-6 レデイ薬局　新居浜中〒792-0822 0897-31-7080株式会社レデイ薬局　阿部　遼 平27. 9. 1調剤 薬局
     央店 新居浜市寿町１１番４８号 常　勤:    1代表取締役　三橋　信 新規 現存
     (薬       1)也 平27. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38205-4151-4 そがめ薬局北新町店 〒792-0004 0897-36-4073有限会社　テンタート十亀　浩明 平28. 6. 1調剤 薬局
     新居浜市北新町５番１号 常　勤:    1ル　代表取締役　十亀 新規 現存
     (薬       1)　浩 平28. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38305-4152-2 あかり薬局　駅前店 〒792-0812 0897-37-8777あかりや　株式会社　大廣　貴士 平29. 1. 1調剤 薬局
     新居浜市坂井町二丁目５番４３号常　勤:    2代表取締役　大廣　貴 組織変更 現存
     (薬       2)士 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38405-4153-0 そよかぜ薬局 〒792-0045 0897-66-2228株式会社　サミット　山地　啓子 平29. 1.15調剤 薬局
     新居浜市中萩町１番地３７生活協常　勤:    3代表取締役　香川　將 移動 現存
     同組合コープえひめ　コープ中萩(薬       3)章 平29. 1.15
     内 非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38505-4154-8 フロンティア薬局　高〒792-0887 0897-36-2262株式会社フロンティア尾﨑　友紀 平29. 4. 1調剤 薬局
     田店 新居浜市高田一丁目１番６２号 常　勤:    4　代表取締役　重森　 新規 現存
     (薬       4)裕之 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38605-4155-5 フロンティア薬局　中〒792-0012 0897-65-3687株式会社フロンティア宮内　美幸 平29. 4. 1調剤 薬局
     須賀店 新居浜市中須賀町一丁目６番１１常　勤:    3　代表取締役　重森　 新規 現存
     号 (薬       3)裕之 平29. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38705-4156-3 オレンジ薬局 〒792-0041 0897-31-6620株式会社　トリニティ岡田　易子 平30. 6. 1調剤 薬局
     新居浜市中村松木一丁目７番７号常　勤:    2　代表取締役　古野　 交代 現存
     (薬       2)翼 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  38805-4157-1 ひまわり薬局 〒792-0041 0897-31-6450株式会社　トリニティ古野　翼 平30. 6. 1調剤 薬局
     新居浜市中村松木一丁目１２番５常　勤:    2　代表取締役　古野　 交代 現存
     号 (薬       2)翼 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38906-4024-1 庄野薬局下町くすの木〒793-0030 0897-55-7924有限会社　庄野　代表手束　清美 平 3.11.28調剤 薬局
     通り店 西条市大町６４６－１０ 常　勤:    3取締役　庄野　紀美 新規 現存
     (薬       3) 平27.11.28
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39006-4030-8 そがめ薬局 〒793-0043 0897-55-6272有限会社　テンタート十亀　加代見 平11. 6. 1調剤 薬局
     西条市樋之口２２番地７ 常　勤:    1ル　代表取締役　十亀 交代 現存
     (薬       1)　浩 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39106-4031-6 庄野薬局中央店 〒793-0027 0897-52-1860有限会社　庄野　代表田坂　小夜香 平11. 7. 1調剤 薬局
     西条市朔日市７９９番地１ 常　勤:    8取締役　庄野　紀美 新規 現存
     (薬       8) 平29. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39206-4032-4 守谷薬局 〒793-0027 0897-56-8004有限会社クオレ調剤　村瀬　文隆 平11. 7.30調剤 薬局
     西条市朔日市７９９番地の１ 常　勤:    2代表取締役　村瀬　文 移動 現存
     (薬       2)隆 平29. 7.30
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39306-4034-0 そがめ薬局大町店 〒793-0030 0897-52-0130有限会社テンタートル黒川　大輔 平12. 4. 1調剤 薬局
     西条市大町７７２番地２ 常　勤:    4　代表取締役　十亀　 新規 現存
     (薬       4)浩 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39406-4036-5 もりや調剤薬局 〒793-0027 0897-53-3786有限会社こころ　取締守谷　弘子 平13. 8. 1調剤 薬局
     西条市朔日市３１０ー２ 常　勤:    2役　守谷　弘子 組織変更 現存
     (薬       2) 平25. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  39506-4040-7 わかば調剤薬局 〒799-1371 0898-68-8282有限会社　ヒアサ薬局池本　隆佳 平16.11. 1調剤 薬局
     西条市周布９２２番地２ 常　勤:    1　日浅　良 新規 現存
     (薬       1) 平28.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39606-4041-5 西条調剤薬局 〒793-0030 0897-56-1477有限会社　東予調剤　岡田　俊二 平18. 2.27調剤 薬局
     西条市大町５４０番地４ 常　勤:    2代表取締役　岡田　俊 移動 現存
     (薬       2)二 平30. 2.27
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39706-4042-3 真成堂セリ薬局 〒793-0030 0897-52-5880有限会社　真成堂　代坂上　讓二 平18. 6. 1調剤 薬局
     西条市大町７０３番地３ 常　勤:    2表取締役　坂上　讓二 新規 現存
     (薬       2) 平30. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39806-4043-1 ヒアサ薬局壬生川店 〒799-1371 0898-76-7166有限会社ヒアサ薬局　日浅　暁子 平18.11. 1調剤 薬局
     西条市周布４８６番地４ 常　勤:    4代表取締役　日浅　良 新規 現存
     (薬       4) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39906-4045-6 あかり調剤薬局 〒799-1344 0898-64-6066有限会社れんげ堂　代黒河　洋子 平19. 5. 1調剤 薬局
     西条市円海寺１番地２ 常　勤:    2表取締役　曽我部　紀 新規 現存
     (薬       2)行 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40006-4048-0 れんげ堂薬局　丹原店〒791-0502 0898-68-8088有限会社　れんげ堂　曽我部　紀行 平20.12. 1調剤 薬局
     西条市丹原町願連寺２７６－１ 常　勤:    1代表取締役　曽我部　 新規 現存
     (薬       1)紀行 平26.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40106-4049-8 クローバー薬局　西条〒793-0042 0897-58-6001株式会社　クローバー鈴木　喜代子 平21. 7. 1調剤 薬局
     店 西条市喜多川４２７番地２ 常　勤:    1　代表取締役　足永　 新規 現存
     (薬       1)貴義 平27. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  40206-4050-6 フクダ薬局　西条店 〒793-0043 0897-47-2989有限会社　フクダ薬局谷川　裕美 平22. 4. 1調剤 薬局
     西条市樋之口４３６番地１４ 常　勤:    2　代表取締役　福田　 新規 現存
     (薬       2)啓子 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40306-4051-4 れんげ堂薬局　池田店〒791-0508 0898-64-7739有限会社　れんげ堂　小澤　るみ 平22. 6. 1調剤 薬局
     西条市丹原町池田１０９－１ 常　勤:    1代表取締役　曽我部　 新規 現存
     (薬       1)紀行 平28. 6. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40406-4052-2 庄野薬局　小松店 〒799-1104 0898-76-9012株式会社　オネスト　神野　真一 平22. 9.21調剤 薬局
     西条市小松町妙口甲１５４０番地常　勤:    2代表取締役　庄野　祥 新規 現存
     ５ (薬       2)福 平28. 9.21
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40506-4053-0 ハート調剤薬局 〒793-0030 0897-52-0775株式会社メディシス　福田　浩二 平23. 1. 1調剤 薬局
     西条市大町７５５番１１ 常　勤:    2代表取締役　大谷　紀 移動 現存
     (薬       2)之 平29. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40606-4054-8 さくら薬局いしづち店〒799-1101 0898-72-5656有限会社　蝶野　代表川原　仁 平23. 7. 1調剤 薬局
     西条市小松町新屋敷甲２８４番地常　勤:    1取締役　蝶野　基晴 新規 現存
     ２ (薬       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40706-4055-5 そがめ薬局神拝店 〒793-0041 0897-56-8878有限会社テンタートル池田　美智枝 平24. 4. 1調剤 薬局
     西条市神拝甲５３８番地３ 常　勤:    3　代表取締役　十亀　 新規 現存
     (薬       3)浩 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40806-4056-3 そがめ薬局福武店 〒793-0030 0897-55-7088有限会社テンタートル大西　美佳子 平24. 7. 1調剤 薬局
     西条市大町１０２番地１ 常　勤:    2　代表取締役　十亀　 新規 現存
     (薬       2)浩 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［愛媛県］

［平成30年 6月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成30年 6月 4日作成    55 頁

  40906-4057-1 トーヨ調剤薬局 〒799-1354 0898-76-1193栗林薬品株式会社　代石丸　昴 平24. 8.20調剤 薬局
     西条市北条１６３７－２ 常　勤:    6表取締役　薦田　直人 移動 現存
     (薬       6) 平24. 8.20
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41006-4058-9 あすなろ薬局　明屋敷〒793-0023 0897-55-7011株式会社　あすなろ　安藤　知子 平26. 2. 1調剤 薬局
     店 西条市明屋敷５６２ 常　勤:    5代表取締役　安藤　智 新規 現存
     (薬       5)宏 平26. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41106-4059-7 リブラ薬局　玉津店 〒793-0006 0897-47-5888有限会社　リブラ　取岡田　一恵 平26. 4. 1調剤 薬局
     西条市下島山甲１２３７番５ 常　勤:    2締役　玉井　重行 新規 現存
     (薬       2) 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41206-4060-5 庄野薬局　神拝店 〒793-0041 0897-52-1870株式会社オネスト　代庄野　由桂 平27. 5.25調剤 薬局
     西条市神拝甲２１４番地１ 常　勤:    1表取締役　庄野　祥福 新規 現存
     (薬       1) 平27. 5.25
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41306-4062-1 リオン薬局　丹原店 〒791-0503 0898-35-3949株式会社　ＲＩＳＥ　白石　祐己 平28. 9. 1調剤 薬局
     西条市丹原町今井１０８番地２ 常　勤:    2代表取締役　白石　祐 新規 現存
     (薬       2)己 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41406-4063-9 にこにこ薬局　大町店〒793-0030 0897-52-1570古野　翼 高科　奈緒美 平28.10. 1調剤 薬局
     西条市大町６４３番地２ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41506-4064-7 いいおか薬局 〒793-0010 0897-66-8622株式会社ソレイユ　代鈴木　将也 平30. 2. 1調剤 薬局
     西条市飯岡１２９８番３ 常　勤:    1表取締役　鈴木　将也 新規 現存
     (薬       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41607-4010-8 大洲薬局 〒795-0053 08932-4-2821髙井　眞由美 髙井　眞由美 昭53. 1. 1調剤 薬局
     大洲市常磐町８７番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 1. 1
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  41707-4016-5 みどり薬局 〒795-0061 0893-25-1611有限会社　大洲調剤　津曲　芳久 平 6.12. 1調剤 薬局
     大洲市徳森字小鳥越２６３２－９常　勤:    7代表取締役　新川　哲 新規 現存
     ８ (薬       7)男 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41807-4017-3 ハロー薬局 〒795-0063 0893-23-2328有限会社　ハロー薬局井手　多津枝 平 8.11. 1調剤 薬局
     大洲市田口甲３７２番地２ 常　勤:    3　代表取締役　井手　 新規 現存
     (薬       3)多津枝 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41907-4018-1 有限会社　中野薬局 〒795-0054 0893-24-2738有限会社　中野薬局　神田　康子 平 9. 5.19調剤 薬局
     大洲市中村２１０番地３８ 常　勤:    2代表取締役　神田　康 移動 現存
     (薬       2)子 平30. 5.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42007-4021-5 有限会社　なのはな調〒795-0073 0893-25-0444有限会社　なのはな調渡邉　正博 平14. 5. 1調剤 薬局
     剤薬局 大洲市新谷町甲９６番地松葉屋ビ常　勤:    2剤薬局　代表取締役　 組織変更 現存
     ル１Ｆ (薬       2)渡邉　正博 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42107-4023-1 くれよん薬局 〒795-0064 0893-59-0320有限会社　尾上調剤　尾上　聖三 平16.10. 1調剤 薬局
     大洲市東大洲７４番地３ 常　勤:    1取締役　尾上　聖三 新規 現存
     (薬       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42207-4028-0 とみす薬局 〒795-0064 0893-59-0606愛ファーマシー株式会丹治比　晶子 平17. 6. 1調剤 薬局
     大洲市東大洲７番１号 常　勤:    2社　代表取締役　三原 新規 現存
     (薬       2)　謙一 平29. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42307-4029-8 クローバー薬局 〒795-0065 0893-25-3968有限会社喜多調剤　代津曲　康子 平18. 8. 1調剤 薬局
     大洲市東若宮１４番１１ 常　勤:    2表取締役　津曲　芳久 新規 現存
     (薬       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42407-4030-6 ひらの薬局 〒795-0021 0893-57-7700有限会社　喜多調剤　清居　慎太郎 平20. 2. 1調剤 薬局
     大洲市平野町野田３１９８－２ 常　勤:    1代表取締役　津曲　芳 新規 現存
     (薬       1)久 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  42507-4032-2 アイビー薬局 〒795-0064 0893-23-0775株式会社　Ｙ′ｓコー増田　智也 平21. 6. 1調剤 薬局
     大洲市東大洲１０番地３ 常　勤:    1ポレーション　代表取 新規 現存
     (薬       1)締役　小田原　吉彦 平27. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42607-4033-0 よつば薬局　東若宮店〒795-0065 0893-25-1010よつばメディカルサー武智　香里 平21. 8. 1調剤 薬局
     大洲市東若宮１６番２ 常　勤:    2ビス　株式会社　代表 新規 現存
     (薬       2)取締役　武智　博志 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42707-4035-5 まろん薬局 〒795-0052 0893-57-6080有限会社　ケンシンフ谷本　倫子 平22. 4. 1調剤 薬局
     大洲市若宮９８８番地２５ 常　勤:    1ァーマシー　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　谷本　勝司 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42807-4036-3 レデイ薬局　とみす店〒795-0064 0893-24-6967株式会社　レデイ薬局福井　耕平 平22. 9. 1調剤 薬局
     大洲市東大洲１４９番地３ 常　勤:    2　代表取締役　三橋　 交代 現存
     (薬       2)信也 平28. 9. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42907-4037-1 グリーンハート薬局 〒795-0064 0893-57-6711有限会社　大洲調剤　村本　幸子 平22.12. 1調剤 薬局
     大洲市東大洲１５７番地２ 常　勤:    1代表取締役　新川　哲 新規 現存
     (薬       1)男 平28.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43007-4038-9 ハロー薬局　東大洲店〒795-0064 0893-25-6086有限会社　ハロー薬局井手　俊紀 平22.12. 1調剤 薬局
     大洲市東大洲９８７番地２ 常　勤:    1　代表取締役　井手　 新規 現存
     (薬       1)多津枝 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43107-4039-7 マイ薬局大洲店 〒795-0064 0893-23-9600有限会社マイン　代表稲井　健太郎 平24.12. 1調剤 薬局
     大洲市東大洲８４－１ 常　勤:    2取締役　今井　靖 新規 現存
     (薬       2) 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43207-4040-5 レデイ薬局　大洲長浜〒799-3401 0893-52-3025株式会社　レデイ薬局清水　洋佑 平25. 9. 1調剤 薬局
     店 大洲市長浜甲４４８番地１ 常　勤:    1　代表取締役　三橋　 新規 現存
     (薬       1)信也 平25. 9. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
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  43307-4041-3 フロンティア薬局　大〒795-0064 0893-59-0680株式会社フロンティア岡田　泰宏 平27. 8. 1調剤 薬局
     洲東店 大洲市東大洲１４１番地 常　勤:    2　代表取締役　重森　 新規 現存
     (薬       2)裕之 平27. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43407-4042-1 よつば薬局大洲中央店〒795-0064 0893-57-6767よつばメディカルサー菊地　真樹 平29. 5. 1調剤 薬局
     大洲市東大洲１６８番地１ 常　勤:    1ビス株式会社　代表取 新規 現存
     (薬       1)締役　武智　博志 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43507-4043-9 フロンティア薬局　大〒795-0063 0893-59-0630株式会社フロンティア小西　勇 平30. 5. 1調剤 薬局
     洲中央店 大洲市田口甲８６番地１　大洲中常　勤:    1　代表取締役　重森　 移動 現存
     央ビル１０３号 (薬       1)裕之 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43608-4019-7 清水薬局 〒799-0111 0896-56-2266清水　玲子 清水　玲子 平 7. 3. 1調剤 薬局
     四国中央市金生町下分５２１－３常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43708-4021-3 コスモス薬局川之江店〒799-0113 0896-59-4580株式会社　ネオファル大西　温 平13. 4. 1調剤 薬局
     四国中央市妻鳥町４３５－１ 常　勤:    2マー　代表取締役　香 新規 現存
     (薬       2)川　將章 平25. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43808-4023-9 ふじ薬局 〒799-0101 0896-58-3577田中　耕治郎 田中　由佳 平15. 5. 1調剤 薬局
     四国中央市川之江町２２７０－７常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43909-4009-6 有限会社　ハルキヤ薬〒799-0405 0896-23-2560有限会社　ハルキヤ薬玉置　邦彦 昭45. 9.30調剤 薬局
     局 四国中央市三島中央２丁目１２－常　勤:    1局　代表取締役　玉置 新規 現存
     ４ (薬       1)　邦彦 平24. 9.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44009-4017-9 駅前タネダ薬局 〒799-0405 0896-23-5067種田　爲典 種田　爲重 昭63. 6. 1調剤 薬局
     四国中央市三島中央三丁目６番４常　勤:    1 新規 現存
     号 (薬       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44109-4021-1 有限会社　大西薬局 〒799-0422 0896-24-2019有限会社　大西薬局　大西　政司 平 3.10. 1調剤 薬局
     四国中央市中之庄町１５９３ 常　勤:    1代表取締役　大西　政 新規 現存
     (薬       1)司 平24.10. 1
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  44209-4028-6 コスモス薬局 〒799-0411 0896-24-8292株式会社　ネオファル小林　昌代 平 8. 3. 1調剤 薬局
     四国中央市下柏町６７８番地１ 常　勤:    2マー　代表取締役　香 交代 現存
     (薬       2)川　將章 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44309-4032-8 レデイ伊予三島調剤薬〒799-0421 0896-28-1566株式会社レデイ薬局　的場　弘 平11. 8. 1調剤 薬局
     局 四国中央市三島金子二丁目８番４常　勤:    2代表取締役　三橋　信 交代 現存
     ８号 (薬       2)也 平29. 8. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44409-4034-4 とよた薬局 〒799-0432 0896-25-0090加地　正治 加地　正治 平12. 6. 1調剤 薬局
     四国中央市豊岡町大町１７５３番常　勤:    1 新規 現存
     地１ (薬       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44509-4035-1 有限会社宇摩調剤薬局〒799-0422 0896-24-2427有限会社宇摩調剤薬局髙橋　公子 平12. 6. 1調剤 薬局
     四国中央市中之庄町１６８４番地常　勤:    3　代表取締役　鈴木　 新規 現存
     の７ (薬       3)誠一 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44609-4038-5 くりの木薬局 〒799-0422 0896-24-8260株式会社　スエトップ髙橋　栄子 平14. 5. 1調剤 薬局
     四国中央市中之庄町３９８－２し常　勤:    2　代表取締役　加地　 新規 現存
     のながビル５号 (薬       2)正治 平26. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44710-4009-4 こみなと薬局 〒799-3113 089-983-2005渡邉　裕美子 渡邉　裕美子 平 4. 8. 1調剤 薬局
     伊予市米湊１３５９番地３ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44810-4012-8 しんかわ駅前薬局 〒799-3111 089-983-3082大野　紀子 赤松　寿磨 平 7. 6. 1調剤 薬局
     伊予市下吾川１９９４－２ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44910-4015-1 テイクとりのき薬局 〒799-3111 089-946-7123有限会社テイク・ディ鬼嶋　武敏 平11. 4. 1調剤 薬局
     伊予市下吾川３８０番地１１２ 常　勤:    2スペンサリー　代表取 新規 現存
     (薬       2)締役　鬼嶋　武敏 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［愛媛県］

［平成30年 6月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成30年 6月 4日作成    60 頁

  45010-4016-9 アロマ薬局 〒799-3114 089-983-0303有限会社　ヤサカ薬局川崎　克彦 平13.11. 1調剤 薬局
     伊予市灘町２６番地 常　勤:    1　代表取締役　川崎　 新規 現存
     (薬       1)克彦 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45110-4017-7 岡井薬局 〒799-3114 089-982-0345岡井薬局有限会社　代岡井　真紀 平15. 5. 1調剤 薬局
     伊予市灘町３０１番地２ 常　勤:    3表取締役　岡井　哲 組織変更 現存
     (薬       3) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45210-4018-5 トマト薬局　伊予店 〒799-3113 089-983-3336株式会社　トマト　代向井　信行 平16. 2. 1調剤 薬局
     伊予市米湊７９１－２ 常　勤:    3表取締役　菊田　基 移動 現存
     (薬       3) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45310-4020-1 レデイいよ米湊調剤薬〒799-3113 089-946-7575株式会社レデイ薬局　野口　公文 平17.11. 1調剤 薬局
     局 伊予市米湊１３７２番地１ 常　勤:    1代表取締役　三橋　信 新規 現存
     (薬       1)也 平29.11. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45410-4021-9 伊予なの花薬局 〒799-3111 089-946-7087愛ファーマシー株式会山岡　朋美 平19.10. 1調剤 薬局
     伊予市下吾川字池田８９２－７ 常　勤:    3社　代表取締役　三原 新規 現存
     (薬       3)　謙一 平25.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45510-4022-7 エンゼル薬局　上灘店〒799-3202 089-986-0620株式会社　エンゼル　古川　要一 平22. 4. 1調剤 薬局
     伊予市双海町上灘甲５３５０番地常　勤:    1代表取締役　沖　恵子 新規 現存
     １０ (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45610-4023-5 ナダベ薬局 〒799-3114 089-982-0464灘部　勝輝 灘部　勝輝 平22. 7.14調剤 薬局
     伊予市灘町１－１５ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平28. 7.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45710-4024-3 あおば薬局 〒799-3111 089-997-3320有限会社あおぞら薬局石河　智子 平23. 5.26調剤 薬局
     伊予市下吾川字馬塚９４４番地３常　勤:    2　代表取締役　木下　 新規 現存
     (薬       2)雅子 平29. 5.26
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  45810-4025-0 城西調剤薬局伊予店 〒799-3113 089-992-9501有限会社城西調剤薬局渡邊　勇介 平24. 4. 1調剤 薬局
     伊予市米湊８０３番地２４号 常　勤:    4　代表取締役　渡部　 新規 現存
     (薬       4)靖子 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45910-4026-8 伊予レモン薬局 〒799-3111 089-989-5678愛ファーマシー　株式尾下　美智子 平26. 1. 1調剤 薬局
     伊予市下吾川９４３－１ 常　勤:    2会社　代表取締役　三 新規 現存
     (薬       2)原　謙一 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46011-4011-8 おぐに調剤薬局北条 〒799-2430 089-992-2275株式会社　おぐに　代二宮　邦彦 平 7. 5.29調剤 薬局
     松山市北条辻８２５－６ 常　勤:    1表取締役　三浦　稔 交代 現存
     (薬       1) 平28. 5.29
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46111-4013-4 おかべ薬局 〒799-2432 089-992-0631有限会社　おかべ薬局岡部　麻弥 平 8. 3.19調剤 薬局
     松山市土手内９６番地８ 常　勤:    1　代表取締役　岡部　 移動 現存
     (薬       1)麻弥 平29. 3.19
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46211-4014-2 有限会社　ゆかわ薬局〒799-2461 089-994-1266有限会社　ゆかわ薬局湯川　充喜 平 8. 5. 1調剤 薬局
     松山市鹿峰角田字１８８番地２ 常　勤:    1　代表取締役　湯川　 新規 現存
     (薬       1)充喜 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46311-4015-9 辻町薬局 〒799-2430 089-993-2883株式会社　アガスト　髙松　沙由里 平 9. 9. 1調剤 薬局
     松山市北条辻１３７６ 常　勤:    1代表取締役　菅　將史 新規 現存
     (薬       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46411-4016-7 りんご薬局 〒799-2430 089-960-2424株式会社ジェイ・トッ髙橋　由美子 平12. 9. 1調剤 薬局
     松山市北条辻６１０番地１５ 常　勤:    1プ　代表取締役　山田 新規 現存
     (薬       1)　哲 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  46512-4010-8 あさひ調剤薬局 〒799-1353 0898-65-4036有限会社　あさひ調剤日浅　智子 平 6.11. 1調剤 薬局
     西条市三津屋南９－４７ 常　勤:    1薬局　代表取締役　日 新規 現存
     (薬       1)浅　俊二 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46612-4011-6 れんげ堂玉井薬局 〒799-1371 0898-64-7191有限会社　れんげ堂　守口　美紀 平 7. 5. 1調剤 薬局
     西条市周布５９９－７　５９９－常　勤:    1代表取締役　曽我部　 新規 現存
     ８ (薬       1)紀行 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46712-4012-4 れんげ堂薬局市役所前〒799-1371 0898-64-7189有限会社れんげ堂　代佐伯　純也 平11. 9. 1調剤 薬局
     店 西条市周布３４８番地８伊藤ビル常　勤:    1表取締役　曽我部　紀 新規 現存
     １階 (薬       1)行 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46812-4014-0 ヒアサ薬局周布店 〒799-1371 0898-76-1232有限会社ヒアサ薬局　山本　靖 平13. 3. 1調剤 薬局
     西条市周布７６０－９ 常　勤:    3代表取締役　日浅　良 新規 現存
     (薬       3) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46912-4015-7 桑原薬局 〒799-1341 0898-64-2018桑原薬品　有限会社　桑原　耕三 平13. 9.25調剤 薬局
     西条市壬生川６５番地１、６５番常　勤:    1代表取締役　桑原　耕 移動 現存
     地２ (薬       1)三 平25. 9.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47012-4016-5 日本調剤　壬生川薬局〒799-1341 0898-76-8251日本調剤　株式会社　村上　史朗 平15. 1. 1調剤 薬局
     西条市壬生川１２５ 常　勤:    2代表取締役　三津原　 新規 現存
     (薬       2)博 平27. 1. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47112-4017-3 フクダ薬局　壬生川店〒799-1341 0898-64-3329有限会社　フクダ薬局髙木　由里 平15. 2. 1調剤 薬局
     西条市壬生川１２３番２ 常　勤:    1　代表取締役　福田　 新規 現存
     (薬       1)啓子 平27. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47212-4018-1 そがめ薬局壬生川店 〒799-1341 0898-76-8220有限会社　テンタート岡田　理恵 平15. 3. 1調剤 薬局
     西条市壬生川１２３－１ 常　勤:    1ル　代表取締役　十亀 新規 現存
     (薬       1)　浩 平27. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  47313-4000-7 コスモス薬局中央店 〒799-0101 0896-59-6800株式会社　ネオファル香川　千代 平17. 4. 1調剤 薬局
     四国中央市川之江町２９８０番地常　勤:    5マー　代表取締役　香 新規 現存
     １ (薬       5)川　將章 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47413-4004-9 エンジェル薬局 〒799-0113 0896-59-1356有限会社エンジェルフ北條　奈緒子 平19. 8. 1調剤 薬局
     四国中央市妻鳥町１６６５番地１常　勤:    1ァミリー　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　鈴木　誠一 平25. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47513-4005-6 日本調剤　川之江薬局〒799-0101 0896-59-5101日本調剤　株式会社　今井　初美 平20. 8. 1調剤 薬局
     四国中央市川之江町２３２５番１常　勤:    3代表取締役　三津原　 新規 現存
     (薬       3)博 平26. 8. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47613-4006-4 コスモス薬局山田井店〒799-0112 0896-56-8353株式会社　ネオファル石川　有里 平20.10. 1調剤 薬局
     四国中央市金生町山田井乙１７－常　勤:    1マー　代表取締役　香 新規 現存
     ４ (薬       1)川　將章 平26.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47713-4008-0 そうごう薬局三島店 〒799-0422 0896-28-1280総合メディカル株式会佐藤　英次郎 平21. 4. 1調剤 薬局
     四国中央市中之庄町２８４－１ 常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平27. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47813-4009-8 ユウユウ薬局 〒799-0113 0896-56-7510株式会社　スエトップ宮川　晃 平21. 4. 1調剤 薬局
     四国中央市妻鳥町１５４７－１ 常　勤:    3　代表取締役　加地　 新規 現存
     (薬       3)正治 平27. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47913-4010-6 ひめ薬局　中曽根店 〒799-0413 0896-22-3331株式会社　レフピック一色　耕平 平21.10. 1調剤 薬局
     四国中央市中曽根町３６５番地１常　勤:    3　代表取締役　一色　 新規 現存
     (薬       3)耕平 平27.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  48013-4011-4 衛生堂薬局　四国中央〒799-0101 0896-58-0151株式会社　衛生堂　代熊谷　昌則 平22. 4. 1調剤 薬局
     店 四国中央市川之江町字枯木２３２常　勤:    1表取締役　熊谷　昌則 新規 現存
     ４番１ (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48113-4012-2 コスモス薬局　東店 〒799-0112 0896-22-3325株式会社　ネオファル小林　和彦 平23. 2. 1調剤 薬局
     四国中央市金生町山田井１２２４常　勤:    1マー　代表取締役　香 新規 現存
     番２ (薬       1)川　將章 平29. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48213-4013-0 しんぐう薬局 〒799-0303 0896-72-3005合同会社エンジェルフ井川　久保 平24. 1. 1調剤 薬局
     四国中央市新宮町新宮５０番地 常　勤:    1ァミリー　代表社員　 新規 現存
     (薬       1)鈴木　誠一 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48313-4014-8 チェリー薬局　中之庄〒799-0422 0896-29-5007有限会社チェリー薬局大西　敦子 平24. 4. 1調剤 薬局
     店 四国中央市中之庄町４０１番地１常　勤:    1　代表取締役　渡辺　 新規 現存
     (薬       1)愼一郎 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48413-4015-5 コスモス薬局　中曽根〒799-0413 0896-22-3144株式会社　ネオファル田渡　千幸 平24. 4. 1調剤 薬局
     店 四国中央市中曽根町１６７８番地常　勤:    2マー　代表取締役　香 新規 現存
     ８号 (薬       2)川　將章 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48513-4016-3 三島中央薬局 〒799-0405 0896-29-5520愛ファーマシー株式会中田　朱美 平25. 5. 1調剤 薬局
     四国中央市三島中央五丁目９－４常　勤:    2社　代表取締役　三原 新規 現存
     ８ (薬       2)　謙一 平25. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48613-4017-1 エンジェル薬局　宮川〒799-0404 0896-23-8167株式会社　エンジェル鈴木　誠一 平26. 1. 1調剤 薬局
     店 四国中央市三島宮川４丁目４番９常　勤:    2ファミリー　代表取締 新規 現存
     号 (薬       2)役　鈴木　誠一 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  48713-4018-9 エンジェル薬局　川之〒799-0101 0896-56-5570株式会社　エンジェル岡村　彰久 平26. 4. 1調剤 薬局
     江井地店 四国中央市川之江町３３１番地１常　勤:    1ファミリー　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　鈴木　誠一 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48813-4019-7 クオール薬局　四国中〒799-0121 0896-56-0089クオール株式会社　代香川　七俊 平27. 4. 1調剤 薬局
     央店 四国中央市上分町７８３番地１ 常　勤:    1表取締役　中村　敬 新規 現存
     (薬       1) 平27. 4. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48913-4020-5 アイン薬局四国中央店〒799-0121 0896-59-1212株式会社アインファー中村　翔 平27.11. 1調剤 薬局
     四国中央市上分町７３４－３ 常　勤:    1マシーズ　代表取締役 その他 現存
     (薬       1)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49013-4021-3 松の実薬局 〒799-0711 0896-22-3488愛ファーマシー株式会内藤　将夫 平29. 9. 1調剤 薬局
     四国中央市土居町土居８５６番地常　勤:    2社　代表取締役　三原 新規 現存
     (薬       2)　謙一 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49113-4022-1 コスモ調剤薬局　三島〒799-0422 0896-22-4090株式会社オリエントフ竹内　伸仁 平30. 4. 1調剤 薬局
     店 四国中央市中之庄町１２３番２ 常　勤:    1ァーマシー　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　若松　学 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49214-4000-5 みどり台調剤薬局 〒797-0014 0894-62-6020有限会社　若葉調剤　矢野　伸二 平16. 4. 1調剤 薬局
     西予市宇和町伊賀上１６５６－５常　勤:    1代表取締役　矢野　伸 組織変更 現存
     ４ (薬       1)二 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49314-4003-9 日本調剤　西予薬局 〒797-1212 0894-69-2210日本調剤株式会社　代野上　貴良 平18. 1. 1調剤 薬局
     西予市野村町野村１１号６８番地常　勤:    4表取締役　三津原　博 新規 現存
     ２ (薬       4) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49414-4004-7 フロンティア薬局　野〒797-1212 0894-72-3760株式会社フロンティア二宮　健 平18. 2. 1調剤 薬局
     村店 西予市野村町野村９号２番地２ 常　勤:    3　代表取締役　重森　 新規 現存
     (薬       3)裕之 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  49514-4005-4 とも調剤薬局 〒797-0046 0894-62-7520有限会社ケンシンファ和藤　匠二 平19. 4. 1調剤 薬局
     西予市宇和町上松葉１４６番地１常　勤:    3ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       3)　谷本　勝司 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49614-4006-2 みのり薬局 〒797-0015 0894-62-5300株式会社西予ファーマ中岡　三国 平19. 5. 1調剤 薬局
     西予市宇和町卯之町一丁目３７８常　勤:    2シー　代表取締役　内 新規 現存
     (薬       2)舛　富男 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49714-4008-8 レデイ薬局　れんげ店〒797-0046 0894-69-1723株式会社　レデイ薬局乘松　佳樹 平22. 9. 1調剤 薬局
     西予市宇和町上松葉１６０番１ 常　勤:    2　代表取締役　三橋　 交代 現存
     (薬       2)信也 平28. 9. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49814-4009-6 あけはま薬局 〒797-0111 0894-89-1252株式会社メディケア西藤村　裕司 平24. 4. 1調剤 薬局
     西予市明浜町俵津３番耕地２２２常　勤:    1予　代表取締役　井上 新規 現存
     番地６ (薬       1)　正廣 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49914-4010-4 卯之町薬局 〒797-0015 0894-62-2500愛ファーマシー株式会窪地　幹治 平24.10. 1調剤 薬局
     西予市宇和町卯之町４丁目３８９常　勤:    1社　代表取締役　三原 交代 現存
     番地 (薬       1)　謙一 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50014-4011-2 さくら薬局 〒797-0015 0894-69-1590愛ファーマシー株式会宇都宮　歩惟 平24.10. 1調剤 薬局
     西予市宇和町卯之町１丁目４１０常　勤:    2社　代表取締役　三原 交代 現存
     －１ (薬       2)　謙一 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50114-4012-0 オレンジ薬局 〒796-0907 0894-33-2311有限会社　しみず調剤清水　えり子 平26. 1. 1調剤 薬局
     西予市三瓶町朝立２番耕地１－４常　勤:    1薬局　代表取締役　清 新規 現存
     ５ (薬       1)水　えり子 平26. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50214-4014-6 コスモ薬局　れんげ店〒797-0028 0894-89-1566ミラクレスコスモ株式岡本　瑞枝 平26. 9. 1調剤 薬局
     西予市宇和町れんげ９６５－３９常　勤:    1会社　代表取締役　岡 新規 現存
     (薬       1)本　瑞枝 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50314-4015-3 西予ひまわり薬局 〒797-0029 0894-62-1002愛ファーマシー株式会山下　紗奈江 平26. 9. 1調剤 薬局
     西予市宇和町永長１２３－３ 常　勤:    2社　代表取締役　三原 新規 現存
     (薬       2)　謙一 平26. 9. 1
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  50414-4016-1 そうごう薬局　卯之町〒797-0015 0894-62-3391総合メディカル株式会増山　禎一 平26.11. 1調剤 薬局
     店 西予市宇和町卯之町２丁目３００常　勤:    2社　代表取締役　坂本 新規 現存
     番地 (薬       2)　賢治 平26.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50514-4017-9 ドラッグセイムス西予〒797-1212 0894-72-0933株式会社西日本セイム碓井　善久 平28. 6. 1調剤 薬局
     野村薬局 西予市野村町野村１０号５０３番常　勤:    1ス　代表取締役　田中 新規 現存
     地１ (薬       1)　幸三 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50614-4018-7 レデイ薬局　宇和イン〒797-0015 0894-69-1617株式会社　レデイ薬局後藤　正富 平30. 2. 4調剤 薬局
     ター店 西予市宇和町卯之町五丁目２６３常　勤:    2　代表取締役　三橋　 移動 現存
     番地１ (薬       2)信也 平30. 2. 4
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50714-4019-5 フロンティア薬局　宇〒797-0015 0894-69-1580株式会社　フロンティ宇都宮　由香 平30. 4. 1調剤 薬局
     和中央店 西予市宇和町卯之町三丁目１４９常　勤:    1ア　代表取締役　重森 新規 現存
     (薬       1)　裕之 平30. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50815-4001-0 しげのぶ薬局 〒791-0204 089-955-5855株式会社ひだか　代表元木　雄己 平18. 1. 1調剤 薬局
     東温市志津川甲１５５８番地１ 常　勤:    1取締役　日髙　正人 新規 現存
     (薬       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50915-4003-6 あさひ調剤薬局　ひが〒791-0212 089-955-5858株式会社　あさひファ青野　博 平21. 3. 1調剤 薬局
     し店 東温市田窪字海稲１４９５番３ 常　勤:    1ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　河本　剛 平27. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51015-4005-1 レデイ薬局　グラン重〒791-0216 089-990-7707株式会社　レデイ薬局三神　敏範 平22. 9. 1調剤 薬局
     信店 東温市野田三丁目１番地１３ 常　勤:    4　代表取締役　三橋　 交代 現存
     (薬       4)信也 平28. 9. 1
     非常勤:   18
     (薬      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  51115-4006-9 ハッピー薬局　志津川〒791-0204 089-997-7888株式会社　ハッピーフ亀岡　由起子 平23. 8. 1調剤 薬局
     店 東温市志津川１５８０番地２ 常　勤:    1ァーマシー　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　新野　和幸 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51215-4007-7 なでしこ薬局 〒791-0204 089-961-1500愛ファーマシー株式会堀口　美紀 平23.10. 1調剤 薬局
     東温市志津川２４６番地１ 常　勤:    2社　代表取締役　三原 新規 現存
     (薬       2)　謙一 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51315-4008-5 薬局　日本メディカル〒791-0202 089-948-8838日本メディカルシステ岩重　幸之介 平25. 7. 8調剤 薬局
     東温市樋口字前川甲１３３７番１常　勤:    1ム株式会社　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　髙木　友直 平25. 7. 8
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51415-4009-3 あさがお薬局 〒791-0204 089-948-8310有限会社　あおぞら薬吉坂　昌高 平26.12. 1調剤 薬局
     東温市志津川甲８５番地６ 常　勤:    1局　代表取締役　木下 新規 現存
     (薬       1)　雅子 平26.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51515-4010-1 アルファ調剤薬局　横〒791-0203 089-955-5305株式会社　アルティザ林　佳代 平27. 1. 1調剤 薬局
     河原店 東温市横河原１８０－１　ガリレ常　勤:    1ン　代表取締役　瀬尾 新規 現存
     オビル１階 (薬       1)　元太 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51615-4011-9 ファースト薬局 〒791-0212 089-909-3386愛ファーマシー株式会中尾　優耶 平29. 6. 1調剤 薬局
     東温市田窪３０８番地６ 常　勤:    2社　代表取締役　三原 新規 現存
     (薬       2)　謙一 平29. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51730-4006-8 ファミリー薬局土居店〒799-0724 0896-74-8853有限会社　ファミリー兒玉　子 平 4.12. 1調剤 薬局
     四国中央市土居町蕪崎３０３番地常　勤:    1薬局　代表取締役　兒 新規 現存
     ３ (薬       1)玉　健 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  51830-4008-4 しんぎ薬局 〒799-0701 0896-74-2065株式会社　信義洋行薬越智　恭子 平 5.10.25調剤 薬局
     四国中央市土居町中村１１２１番常　勤:    2館　代表取締役　越智 新規 現存
     地の５ (薬       2)　恭子 平29.10.25
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51930-4009-2 さくら薬局土居店 〒799-0701 0896-75-1177有限会社　蝶野　代表篠原　雅美 平14.10. 1調剤 薬局
     四国中央市土居町中村１２５４－常　勤:    1取締役　蝶野　基晴 新規 現存
     １ (薬       1) 平26.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52030-4010-0 信義洋行薬局 〒799-0712 0896-74-2006越智　敏博 越智　敏博 平15. 3. 1調剤 薬局
     四国中央市土居町入野８６０ 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52131-4006-6 すずや薬局 〒799-1101 0898-72-2108伊藤　早苗 伊藤　早苗 昭56. 1. 7調剤 薬局
     西条市小松町新屋敷甲３５２番地常　勤:    1 新規 現存
     １ (薬       1) 平29. 1. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52231-4010-8 コスモ調剤薬局 〒791-0503 0898-76-2215有限会社アンフィニコ長谷部　恵二 平11. 4. 1調剤 薬局
     西条市丹原町今井２７６番地４ 常　勤:    2スモ　代表取締役　重 新規 現存
     (薬       2)松　勲 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52331-4011-6 リブラ薬局 〒799-1101 0898-76-3500有限会社リブラ　取締玉井　重行 平13. 8. 1調剤 薬局
     西条市小松町新屋敷甲２０９ー６常　勤:    2役　玉井　重行 新規 現存
     (薬       2) 平25. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52432-4016-3 岩城薬局 〒794-2410 0897-75-2353宮本　勝已 宮本　勝已 平 5. 4. 1調剤 薬局
     越智郡上島町岩城１８８２ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52532-4018-9 和田薬局 〒799-2303 0898-54-2071和田　雅之 和田　雅之 平 6.11.29調剤 薬局
     今治市菊間町浜８７９ 常　勤:    1 交代 休止
     (薬       1) 平27.11.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  52632-4022-1 おぐに薬局大西店 〒799-2202 0898-53-6001株式会社　おぐに　代矢野　淳也 平 9. 9. 1調剤 薬局
     今治市大西町紺原甲８２６－１ 常　勤:    2表取締役　三浦　稔 新規 現存
     (薬       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52732-4026-2 ひまわり薬局 〒799-2102 0898-41-4093有限会社クレスト　取堂西　信博 平10. 6. 1調剤 薬局
     今治市波方町樋口甲１６８２番地常　勤:    2締役　堂西　美恵 交代 現存
     ３ (薬       2) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52832-4028-8 有津おかもと薬局 〒794-2301 0897-74-0091有限会社　岡本薬局　岡本　道周 平11.11. 1調剤 薬局
     今治市伯方町有津甲２３３７番地常　勤:    3代表取締役　岡本　道 新規 現存
     ２ (薬       3)周 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52932-4030-4 くすのき調剤薬局 〒799-2303 0898-36-3055有限会社くすのき調剤金政　一雄 平13. 2. 1調剤 薬局
     今治市菊間町浜１０３９番地３ 常　勤:    2薬局　代表取締役　金 交代 現存
     (薬       2)政　一雄 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53032-4033-8 平野あさくら薬局 〒799-1603 0898-56-1235株式会社　平野　代表香西　真由美 平14.11. 1調剤 薬局
     今治市朝倉下甲４５２番地３ 常　勤:    1取締役　松田　泰幸 新規 現存
     (薬       1) 平26.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53132-4034-6 グリーン薬局 〒794-2305 0897-72-1521田窪　康雄 田窪　康雄 平15.10. 1調剤 薬局
     今治市伯方町木浦甲３４４８－１常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53233-4006-2 エビスヤ薬局 〒791-0303 089-966-2216有限会社　エビスヤ薬渡部　静子 平 5. 8. 1調剤 薬局
     東温市北方２２０４ 常　勤:    1局　代表取締役　渡部 交代 現存
     (薬       1)　孝子 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53333-4008-8 みなら薬局 〒791-0203 089-964-7811株式会社　えひめ薬局堀尾　郁夫 平 5.10. 1調剤 薬局
     東温市横河原３８７番地４１ 常　勤:    7　代表取締役　森　雅 新規 現存
     (薬       7)明 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  53433-4010-4 光琳堂薬局川内店 〒791-0301 089-966-5952有限会社　光琳堂　代小川　正樹 平 6. 4. 1調剤 薬局
     東温市南方７２２ 常　勤:    2表取締役　山田　洋二 新規 現存
     (薬       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53533-4011-2 あい薬局 〒791-0204 089-964-7370有限会社　あい薬局　木下　清司 平 6.11. 1調剤 薬局
     東温市志津川１６４－１ 常　勤:   11代表取締役　古川　清 新規 現存
     (薬      11) 平24.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53633-4012-0 エビスヤ薬局志津川店〒791-0204 089-964-6931有限会社　エビスヤ薬渡部　覚氏 平 6.11. 1調剤 薬局
     東温市志津川１７１ 常　勤:    4局　代表取締役　渡部 新規 現存
     (薬       4)　孝子 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53733-4013-8 あい薬局東店 〒791-0216 089-955-0077有限会社　あい薬局　仙波　康之 平 7. 8. 1調剤 薬局
     東温市野田二丁目４８５番３号 常　勤:    4代表取締役　　古川　 新規 現存
     (薬       4)清 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53833-4014-6 よこがわら薬局 〒791-0203 089-955-2241株式会社　ひだか　代深井　祥子 平 8. 5. 1調剤 薬局
     東温市横河原３４２ 常　勤:    1表取締役　日高　正人 新規 現存
     (薬       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53933-4016-1 有限会社ひろ調剤薬局〒791-0212 089-955-5690有限会社ひろ調剤薬局米子　英明 平12. 5. 1調剤 薬局
     田窪駅前店 東温市田窪２０２７番地 常　勤:    2　代表取締役　渡部　 新規 現存
     (薬       2)雄二 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54033-4017-9 マルニ薬局川内店 〒791-0303 089-955-8330マルニ調剤薬局　有限小田原　大祐 平13. 9. 1調剤 薬局
     東温市北方２８８１番地５ 常　勤:    1会社　代表取締役　西 新規 現存
     (薬       1)岡　義人 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  54133-4018-7 わかば薬局 〒791-0204 089-964-0441有限会社　若葉調剤　矢野　有佑 平16. 7. 1調剤 薬局
     東温市志津川１６０番地１ 常　勤:    3代表取締役　矢野　伸 新規 現存
     (薬       3)二 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54234-4003-7 株式会社　澤田薬局 〒791-1201 0892-21-0111株式会社　澤田薬局　澤田　乙吉 昭62. 8. 1調剤 薬局
     上浮穴郡久万高原町久万１７１番常　勤:    1代表取締役　澤田　乙 新規 現存
     地１ (薬       1)吉 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54334-4006-0 久万調剤薬局 〒791-1201 0892-50-0120株式会社澤田薬局　代澤田　和行 平11.12. 1調剤 薬局
     上浮穴郡久万高原町久万３２－２常　勤:    2表取締役　澤田　乙吉 新規 現存
     (薬       2) 平29.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54434-4007-8 おだ調剤薬局 〒791-3501 0892-50-1012有限会社　クリフ　代小田　美和子 平12.10. 2調剤 薬局
     喜多郡内子町小田１２６番 常　勤:    1表取締役　奥田　三郎 移動 現存
     (薬       1) 平24.10. 2
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54534-4009-4 久万調剤薬局　ふれあ〒791-1201 0892-21-1733株式会社　澤田薬局　澤田　修一 平21. 3. 1調剤 薬局
     いロード店 上浮穴郡久万高原町久万１２８１常　勤:    2代表取締役　澤田　乙 新規 現存
     －１ (薬       2)吉 平27. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54634-4010-2 みかわ薬局 〒791-1501 0892-50-9070株式会社　ＦＥＳＲＥ上甲　俊輔 平28. 4. 1調剤 薬局
     上浮穴郡久万高原町上黒岩２９３常　勤:    2Ｃ　代表取締役　三谷 新規 現存
     ３－１ (薬       2)　洋右 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54735-4012-5 サンアイ調剤薬局 〒791-3102 089-985-2773株式会社　新田薬局　新田　泰三 平 6.12. 1調剤 薬局
     伊予郡松前町大字北黒田字石山１常　勤:    1代表取締役　新田　佳 新規 現存
     ８５－１２ (薬       1)代子 平27.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  54835-4015-8 彩生薬局 〒791-2114 089-956-0101有限会社彩生薬局　代織田　明子 平 8.11. 1調剤 薬局
     伊予郡砥部町麻生５番の４ 常　勤:    4表取締役　織田　覺 新規 現存
     (薬       4) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54935-4016-6 ベル薬局いよ松前店 〒791-3120 089-985-3235有限会社　ベル薬局　中矢　美和子 平 9. 5. 1調剤 薬局
     伊予郡松前町大字筒井１５９３番常　勤:    2代表取締役　中矢　泰 新規 現存
     地３ (薬       2)民 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55035-4020-8 ひまわり薬局 〒791-3141 089-984-8258有限会社　ひまわり薬池川　眞知子 平11. 8. 1調剤 薬局
     伊予郡松前町大字恵久美７９４番常　勤:    5局　代表取締役　池川 移動 現存
     地３ (薬       5)　眞知子 平29. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55135-4021-6 有限会社ひろ調剤薬局〒791-2101 089-957-1081有限会社ひろ調剤薬局大内　健太郎 平12. 8. 1調剤 薬局
     砥部店 伊予郡砥部町高尾田６３５－４ 常　勤:    1　代表取締役　渡部　 交代 現存
     (薬       1)雄二 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55235-4023-2 トップ薬局松前店 〒791-3153 089-960-3535有限会社ライブラ　取中山　和夫 平13. 4. 1調剤 薬局
     伊予郡松前町大字大溝５１０－８常　勤:    1締役　中山　和夫 新規 現存
     (薬       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55335-4024-0 ココ北伊予薬局 〒791-3162 089-985-3535有限会社　アルバ　代遠藤　伸子 平13.12. 1調剤 薬局
     伊予郡松前町大字出作５４０番地常　勤:    1表取締役　西山　誠美 組織変更 現存
     １ (薬       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55435-4025-7 テイクえくび薬局 〒791-3141 089-961-6162有限会社　テイク・デ中野　力 平14. 4. 1調剤 薬局
     伊予郡松前町恵久美７１８番地５常　勤:    3ィスペンサリー　代表 新規 現存
     (薬       3)取締役　鬼嶋　武敏 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55535-4026-5 フラワー薬局 〒791-2101 089-958-8007有限会社　フラワー薬園浦　誠子 平14.10. 1調剤 薬局
     伊予郡砥部町高尾田２９５番 常　勤:    2局　代表取締役　園浦 組織変更 現存
     (薬       2)　誠子 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55635-4028-1 おぐに薬局　砥部店 〒791-2132 089-960-7945株式会社　おぐに　代三浦　稔 平15. 9. 1調剤 薬局
     伊予郡砥部町大南１９９番地 常　勤:    2表取締役　三浦　稔 新規 現存
     (薬       2) 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  55735-4029-9 大間ひまわり薬局 〒791-3143 089-961-6311有限会社ひまわり薬局大塚　理恵 平17. 9. 1調剤 薬局
     伊予郡松前町大間１６４番地３ 常　勤:    1　代表取締役　池川　 新規 現存
     (薬       1)眞知子 平29. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55835-4030-7 有限会社二神薬局 〒791-3162 089-985-0129有限会社二神薬局　代二神　享子 平18. 5. 1調剤 薬局
     伊予郡松前町出作１８５番地 常　勤:    2表取締役　二神　享子 組織変更 現存
     (薬       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55935-4031-5 アルファーマ薬局 〒791-3120 089-985-3933株式会社アルファーマ鵜川　英樹 平19. 1. 1調剤 薬局
     伊予郡松前町筒井９４７番地４ 常　勤:    3薬局　代表取締役　門 新規 現存
     (薬       3)田　孝志 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56036-4007-3 藤崎薬局 〒791-3301 0893-44-2375藤﨑　尚美 藤﨑　尚美 平 7. 2. 1調剤 薬局
     喜多郡内子町内子１９３６ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56136-4008-1 村上薬局 〒799-3401 0893-52-0252有限会社　村上薬局　村上　晋悟 平 8. 9. 1調剤 薬局
     大洲市長浜甲２７６ 常　勤:    2取締役　村上　晋悟 交代 現存
     (薬       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56236-4011-5 あさひ堂薬局 〒791-3301 0893-44-6635有限会社　あさひ堂薬石堂　誠二 平16.10. 1調剤 薬局
     喜多郡内子町内子２２３０番地 常　勤:    3局　代表取締役　森並 新規 現存
     (薬       3)　浩一郎 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56336-4013-1 あさひ堂薬局　駅前店〒791-3301 0893-50-6210有限会社あさひ堂薬局沼井　昌子 平24. 4. 1調剤 薬局
     喜多郡内子町内子２６２番地 常　勤:    1　代表取締役　森並　 新規 現存
     (薬       1)浩一郎 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56436-4014-9 つばさ薬局 〒791-3301 0893-50-6556有限会社　大洲調剤　榊原　剛 平29. 1. 1調剤 薬局
     喜多郡内子町内子７７８番地１ 常　勤:    2代表取締役　新川　哲 新規 現存
     (薬       2)男 平29. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56537-4008-9 紅屋薬局 〒796-0907 0894-33-0017菊池　章 菊池　章 昭60. 9. 1調剤 薬局
     西予市三瓶町朝立１－４３８－５常　勤:    1 移動 現存
     ７ (薬       1) 平24. 9. 1
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  56637-4011-3 薬寿調剤薬局 〒796-0201 0894-29-4128有限会社薬寿　代表取祖母井　弘澄 平13. 1. 1調剤 薬局
     八幡浜市保内町川之石１－４２－常　勤:    2締役　祖母井　弘澄 新規 現存
     １ (薬       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56738-4017-8 フロンティア薬局　宇〒797-0015 0894-62-7009株式会社　フロンティ中城　光市 平14. 1. 1調剤 薬局
     和町店 西予市宇和町卯之町５丁目２４１常　勤:    3ア　代表取締役　重森 その他 現存
     －１ (薬       3)　裕之 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56839-4012-7 つしま調剤薬局 〒798-3302 0895-32-6681有限会社　キタ・ミッ喜多　健治 平 6. 4. 1調剤 薬局
     宇和島市津島町高田甲５９７番地常　勤:    1テル　代表取締役　喜 新規 現存
     (薬       1)多　健治 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56939-4013-5 ちかなが薬局 〒798-1343 0895-45-0770愛ファーマシー株式会土居　大哲 平 8. 4. 1調剤 薬局
     北宇和郡鬼北町大字近永１５２８常　勤:    2社　代表取締役　三原 新規 現存
     番地４ (薬       2)　謙一 平29. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57039-4016-8 ひろみ薬局 〒798-1341 0895-45-3311有限会社きほく調剤　毛利　勝洋 平12.11. 1調剤 薬局
     北宇和郡鬼北町大字近永４９１番常　勤:    2取締役　毛利　勝洋 新規 現存
     地１ (薬       2) 平24.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57139-4017-6 アーチ薬局 〒799-3701 0895-20-2081有限会社アポトライ　伊藤　きよ子 平13. 4. 1調剤 薬局
     宇和島市吉田町北小路甲２０１－常　勤:    2代表取締役　井上　貴 新規 現存
     ２ (薬       2)博 平25. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57239-4019-2 虹の森薬局 〒798-2102 0895-20-5220有限会社　虹の森ファ山田　勇樹 平13. 6. 1調剤 薬局
     北宇和郡松野町延野々１４４８ー常　勤:    1ーマシー　取締役　山 新規 現存
     １ (薬       1)田　勇樹 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57339-4021-8 日本調剤　南楽薬局 〒798-3302 0895-20-8251日本調剤　株式会社　野上　沙織 平13. 9. 1調剤 薬局
     宇和島市津島町高田丙１０ー１ 常　勤:    4代表取締役　三津原　 新規 現存
     (薬       4)博 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  57439-4022-6 フロンティア薬局　松〒798-2102 0895-20-5201株式会社　フロンティ井上　貴哉 平14. 1. 1調剤 薬局
     野店 北宇和郡松野町大字延野々１４１常　勤:    2ア　代表取締役　重森 その他 現存
     １番地１ (薬       2)　裕之 平26. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57539-4023-4 コスモス薬局 〒798-1112 0895-58-2081有限会社　虹の森ファ孕石　梨愛 平14. 7. 1調剤 薬局
     宇和島市三間町宮野下７０４番地常　勤:    2ーマシー　取締役　山 新規 現存
     (薬       2)田　勇樹 平26. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57639-4024-2 ひかり薬局 〒798-1343 0895-20-6510有限会社　きほく調剤高田　恵美 平16. 5. 1調剤 薬局
     北宇和郡鬼北町大字近永１５０２常　勤:    1　代表取締役　毛利　 新規 現存
     番地１ (薬       1)勝洋 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57739-4025-9 いわまつ薬局 〒798-3302 0895-32-1002有限会社アポトライ　藤堂　寛子 平17. 8. 1調剤 薬局
     宇和島市津島町高田丙５４２ 常　勤:    2代表取締役　井上　貴 新規 現存
     (薬       2)博 平29. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57839-4026-7 芝薬局 〒798-1344 0895-45-0041善家　克始 善家　和代 平19. 9.21調剤 薬局
     北宇和郡鬼北町大字近永９６１番常　勤:    1 交代 現存
     地 (薬       1) 平25. 9.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57940-4008-3 ニコニコ薬局古町店 〒798-4131 0895-73-0460有限会社　ニコニコ薬岡本　和夫 平 4.11. 1調剤 薬局
     南宇和郡愛南町城辺甲２３０１番常　勤:    1局　代表取締役　岡本 新規 現存
     地 (薬       1)　和夫 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58040-4010-9 ときわ調剤薬局 〒798-4110 0895-70-1335土岐　英之 土岐　英之 平11.10. 1調剤 薬局
     南宇和郡愛南町御荘平城２３１１常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58140-4011-7 たはら薬局 〒798-4110 0895-72-2420田原　美紀 田原　美紀 平12.10. 1調剤 薬局
     南宇和郡愛南町御荘平城２０４９常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  58240-4012-5 なんぐん薬局 〒798-4131 0895-70-1345有限会社アポトライ　谷口　良子 平12.10. 1調剤 薬局
     南宇和郡愛南町城辺甲２４６３－常　勤:    1代表取締役　井上　貴 新規 現存
     ２ (薬       1)博 平24.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58340-4013-3 明石薬局 〒798-4131 0895-70-1338有限会社アカシファー明石　博文 平12.10. 1調剤 薬局
     南宇和郡愛南町城辺甲２４６３番常　勤:    4マシー　代表取締役　 新規 現存
     地第２ (薬       4)明石　博文 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58440-4017-4 フロンティア薬局　城〒798-4131 0895-73-1316株式会社　フロンティ古田　稔 平14. 1. 1調剤 薬局
     辺店 南宇和郡愛南町城辺甲２４８１－常　勤:    1ア　代表取締役　重森 その他 現存
     １番地 (薬       1)　裕之 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58540-4018-2 フロンティア薬局　一〒798-4408 0895-70-2030株式会社　フロンティ都築　寿美 平14. 1. 1調剤 薬局
     本松店 南宇和郡愛南町一本松５１５７番常　勤:    1ア　代表取締役　重森 その他 現存
     地 (薬       1)　裕之 平26. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58640-4022-4 おれんじ薬局 〒798-4131 0895-72-7070株式会社　マツモトフ松本　典昭 平22. 4. 1調剤 薬局
     南宇和郡愛南町城辺甲８番地２ 常　勤:    2ァーマシー　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　松本　典昭 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58740-4023-2 さつき薬局 〒798-4110 0895-72-2167有限会社　メディカル清水　貴行 平22.11. 1調剤 薬局
     南宇和郡愛南町御荘平城３５６６常　勤:    2スタイル　代表取締役 移動 現存
     番地 (薬       2)　清水　貴行 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58840-4024-0 あいなん薬局 〒798-4408 0895-73-7300有限会社アポトライ　安藤　雅人 平24.11. 1調剤 薬局
     南宇和郡愛南町一本松３３８２－常　勤:    1代表取締役　井上　貴 新規 現存
     ４ (薬       1)博 平24.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


