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    1014 074.6 池上薬局 〒780-0822 088-872-1343池上　哲朗 池上　哲朗 昭54. 2. 1 薬局
     市薬74 高知市はりまや町１丁目１－１２常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2014 081.1 かどわき薬局 〒780-8018 088-832-5517石黒　延枝 石黒　延枝 平 8. 4.12 薬局
     市薬81 高知市竹島町１５７－６１ 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平29. 4.12
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3014 088.6 介良薬局 〒781-5104 088-860-0344濱田　富美 濱田　富美 昭48. 7. 1 薬局
     市薬88 高知市介良２８６ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4014 105.8 うおのたな薬局 〒780-0822 088-882-6606伊藤　啓江 伊藤　啓江 昭50. 2. 1 薬局
     市薬105 高知市はりまや町１丁目６－１０常　勤:    1 休止
     (薬       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5014 107.4 みどり薬局 〒781-8105 088-882-1067橋田　圭子 橋田　圭子 昭50. 4.12 薬局
     市薬107 高知市高須東町１４－１２ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29. 4.12
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6014 147.0 有限会社　いまりや薬〒780-0843 088-872-2870有限会社　いまりや薬大庭　規子 昭54.12. 1 薬局
     市薬147 局　有限会社　いまり高知市廿代町２－１２ 常　勤:    2局　代表取締役　大庭 現存
     や薬局 (薬       2)　規子 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7014 165.2 つちばし薬局　本店 〒780-0870 088-823-5876有限会社　つちばし薬山上　千子 平 9.12.22 薬局
     市薬165 高知市本町１丁目１－３ 常　勤:    1局　代表取締役　藤原 移動 現存
     (薬       1)　英憲 平27.12.22
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8014 174.4 株式会社　正木梅花堂〒780-0822 088-872-4539株式会社　正木梅花堂正木　堅一 昭57. 3. 1 薬局
     市薬174 薬局　正木梅花堂薬局高知市はりまや町２丁目１－１ 常　勤:    2薬局　代表取締役　正 現存
     (薬       2)木　堅一 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9014 177.7 ニュータウンなるおか〒780-8066 088-843-7723成岡　隆 成岡　隆 昭57. 7. 1 薬局
     市薬177 薬局 高知市朝倉己８３４－１５ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   10014 184.3 千代薬局 〒780-0822 088-883-8183仙頭　正幸 仙頭　正幸 昭58. 2. 1 薬局
     市薬184 高知市はりまや町２－６－６ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11014 188.4 有限会社　ユーミン薬〒780-0901 088-875-9251有限会社　ユーミン薬高橋　由美 平 8. 6. 1 薬局
     市薬188 局　ユーミン薬局 高知市上町１丁目４－２０渡辺ビ常　勤:    3局　取締役　高橋　由 移動 現存
     ル１Ｆ (薬       3)美 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12014 191.8 高知ファーマシィ株式〒780-0901 088-825-2625高知ファーマシィ株式田所　信一郎 昭59. 6. 1 薬局
     市薬191 会社　薬局高知ファー高知市上町１丁目５－１５ 常　勤:    1会社　田所　信一郎 現存
     マシィ株式会社升形店 (薬       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13014 232.0 よねめ薬局 〒780-8074 088-844-2005米女　嘉子 米女　嘉子 平元. 5. 1 薬局
     市薬232 高知市朝倉横町２８－１５ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14014 238.7 おうてすじ薬局 〒780-0842 088-872-0605十萬　晶子 十萬　晶子 平 2. 7. 1 薬局
     市薬238 高知市追手筋１丁目６－２４ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15014 239.5 有限会社　高知ファミ〒781-8121 088-883-9540有限会社　高知ファミ吉田　佳代 平 4. 3.15 薬局
     市薬239 リー　あっぷる　ふぁ高知市葛島１丁目１０－７５ 常　勤:    2リー　代表取締役　吉 現存
     ーましい (薬       2)田　耕平 平28. 3.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16014 248.6 ブルークロス調剤薬局〒780-0823 088-884-8807有限会社　ブルークロ菊地　憲太郎 平 4.11. 1 薬局
     市薬248 高知市菜園場町５－２ 常　勤:    1ス　代表取締役　池沢 現存
     (薬       1)　幸郎 平28.11. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17014 249.4 山本薬局 〒781-8134 088-845-6987山本　美智子 山本　美智子 平 4.12. 1 薬局
     市薬249 高知市一宮中町１丁目２１－１２常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18014 260.1 有限会社　フラワー薬〒780-0025 088-873-8087有限会社　フラワー薬篠原　美香 平 5.11. 1 薬局
     市薬260 局　秦泉寺店 高知市愛宕山４６－３ 常　勤:    1局　代表取締役　篠原 現存
     (薬       1)　和彦 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   19014 264.3 有限会社　ひこばえ薬〒781-0251 088-842-1119有限会社　ひこばえ薬辻　明美 平 6. 3. 1 薬局
     市薬264 品　サニーひこばえ薬高知市瀬戸西町３丁目１３－１サ常　勤:    1品　代表取締役　辻　 現存
     局 ニーマート瀬戸店内 (薬       1)博史 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20014 265.0 有限会社　白十字薬品〒780-0981 088-871-2230有限会社　白十字薬品古里　敏史 平 6. 4. 1 薬局
     市薬265 　白十字薬局　一ツ橋高知市一ツ橋町２丁目１７６ 常　勤:    2　代表取締役　高橋　 現存
     店 (薬       2)信二 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21014 266.8 回生堂長浜薬局 〒781-0253 088-848-0018有限会社　回生堂調剤北添　優子 平 6. 7.11 薬局
     市薬266 高知市瀬戸南町２－３－５ 常　勤:    1薬局　代表取締役　伊 現存
     (薬       1)藤　博仁 平24. 7.11
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   22014 275.9 白十字薬局　高須店 〒781-8122 088-885-4370有限会社　白十字薬品佐々木　真人 平 7. 7. 1 薬局
     市薬275 高知市高須新町４丁目４－９コー常　勤:    1　代表取締役　高橋　 新規 現存
     ポ長谷川１Ｆ西 (薬       1)信二 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   23014 276.7 上町薬局 〒780-0901 088-875-8555高知調剤株式会社　代岩本　智明 平 7. 7. 1 薬局
     市薬276 高知市上町２丁目２－１２ 常　勤:    2表取締役　佐竹　晃典 新規 現存
     (薬       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   24014 277.5 有限会社　かわの　か〒780-8027 088-833-7033有限会社　かわの　代河野　浩二 平 7.10. 1 薬局
     市薬277 わの薬局 高知市高見町１８９－１ 常　勤:    1表取締役　河野　浩二 新規 現存
     (薬       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   25014 278.3 ニュータウンヨコハマ〒781-0241 088-841-3431有限会社　ヨシダ　代吉田　仁志 平 8. 1. 1 薬局
     市薬278 薬局 高知市横浜新町３－２２７ 常　勤:    2表取締役　吉田　仁志 組織変更 現存
     (薬       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   26014 282.5 ブルークロス調剤薬局〒780-0901 088-820-1702有限会社　ブルークロ國澤　周平 平 8. 6. 1 薬局
     市薬282 上町店 高知市上町１丁目５－１２ 常　勤:    1ス　代表取締役　池沢 新規 現存
     (薬       1)　幸郎 平29. 6. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27014 284.1 スプリング薬局 〒780-8038 088-831-8454有限会社　ライフショ春田　美千代 平 9. 5. 6 薬局
     市薬284 高知市石立町７５－１ 常　勤:    1ップヤマサキ　代表取 移動 休止
     (薬       1)締役　春田　仁 平30. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   28014 286.6 相生薬局 〒780-0054 088-885-2470高知調剤株式会社　代橿尾　和代 平 9. 8. 1 薬局
     市薬286 高知市相生町３－３０ 常　勤:    1表取締役　佐竹　晃典 新規 現存
     (薬       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29014 294.0 有限会社　ベル企画　〒780-0052 088-820-5160有限会社　ベル企画　上田　真弓 平10. 1. 5 薬局
     市薬294 ベル薬局 高知市大川筋１丁目１－２２ 常　勤:    1代表取締役　中平　真 新規 現存
     (薬       1)理子 平28. 1. 5
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   30014 301.3 株式会社　ウェル　ち〒780-0806 088-885-1156株式会社　ウェル　代大藪　美紀 平10. 4. 1 薬局
     市薬301 より薬局 高知市知寄町１丁目５－１７ 常　勤:    1表取締役　西川　和幸 新規 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   31014 302.1 有限会社　うさぎ薬局〒780-8015 088-833-8118有限会社　うさぎ薬局和田　まゆみ 平10. 4. 1 薬局
     市薬302 　うさぎ薬局 高知市百石町２丁目２－９ 常　勤:    2　代表取締役　和田　 組織変更 現存
     (薬       2)まゆみ 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   32014 304.7 つちばし薬局　梅ノ辻〒780-8011 088-837-0688有限会社　つちばし薬濵田　容子 平10. 5. 1 薬局
     市薬304 店 高知市梅ノ辻８－１１ 常　勤:    3局　代表取締役　藤原 新規 現存
     (薬       3)　英憲 平28. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   33014 305.4 株式会社　協和薬局　〒780-0952 088-840-6777株式会社　協和薬局　浦田　朝子 平10. 5. 1 薬局
     市薬305 さつき薬局 高知市塚ノ原３７－１８ 常　勤:    1代表取締役　濵田　嘉 新規 現存
     (薬       1)則 平28. 5. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   34014 306.2 しもじま薬局 〒780-0934 088-825-3320高知調剤株式会社　代樽井　温美 平10. 6. 1 薬局
     市薬306 高知市下島町１０ 常　勤:    2表取締役　佐竹　晃典 新規 現存
     (薬       2) 平28. 6. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   35014 310.4 有限会社　みさと調剤〒781-0114 088-837-3250有限会社　みさと調剤生田　明美 平10. 9. 1 薬局
     市薬310 薬局　みさと薬局 高知市十津３丁目６－３１ 常　勤:    2薬局　代表取締役　生 新規 現存
     (薬       2)田　正幸 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   36014 311.2 株式会社　協和薬局　〒780-0926 088-820-5654株式会社　協和薬局　羽鳥　裕介 平10. 9. 1 薬局
     市薬311 さつき薬局　大膳町店高知市大膳町４０ 常　勤:    1代表取締役　濵田　嘉 新規 現存
     (薬       1)則 平28. 9. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   37014 312.0 株式会社　玄白堂　玄〒780-0901 088-820-5540株式会社　玄白堂　代植村　純代 平10. 9. 1 薬局
     市薬312 白堂薬局　上町店 高知市上町１丁目４－２５ 常　勤:    3表取締役　土居　典子 新規 現存
     (薬       3) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   38014 313.8 さくら薬局 〒780-8065 088-843-1550株式会社　ドラッグフ小松　利香 平10.10. 1 薬局
     市薬313 高知市朝倉戊１４３８－１１ 常　勤:    1ァーム　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)門田　幹夫 平28.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   39014 324.5 とくひろ薬局 〒780-0861 088-820-5858原口　誠子 原口　誠子 平11. 7. 1 薬局
     市薬324 高知市升形３－１１德弘ビル１階常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   40014 327.8 サダ薬局 〒781-0015 088-845-0855佐田　義尚 佐田　義尚 平11. 8. 1 薬局
     市薬327 高知市薊野西町２丁目１２－２１常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   41014 328.6 ブルークロス調剤薬局〒781-5102 088-878-3520有限会社　ブルークロ井上　翔平 平11.11. 1 薬局
     市薬328 大津店 高知市大津甲６０１ 常　勤:    1ス　代表取締役　池沢 新規 現存
     (薬       1)　幸郎 平29.11. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   42014 329.4 あおき薬局 〒780-0862 088-872-9031有限会社　あおき薬局青木　紘子 平11.12. 1 薬局
     市薬329 高知市鷹匠町１丁目１番９号 常　勤:    1　代表取締役　青木　 新規 現存
     (薬       1)三千夫 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   43014 333.6 玄白堂薬局神田店　厚〒780-8040 088-828-4151株式会社　玄白堂　代北川　美香 平12. 4. 1 薬局
     市薬333 生調剤薬局 高知市神田１９－５ 常　勤:    1表取締役　土居　典子 新規 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   44014 334.4 岡本平和薬局 〒781-0270 088-841-2443有限会社　桂堂　取締岡本　孝彦 平12. 4. 1 薬局
     市薬334 高知市長浜５８９ 常　勤:    1役　岡本　孝彦 組織変更 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   45014 335.1 くろしお薬局　追手筋〒780-0842 088-821-0021株式会社　くろしお薬西村　直祐 平12. 4. 1 薬局
     市薬335 店 高知市追手筋１丁目９－２２ 常　勤:    5局　代表取締役　黒岩 新規 現存
     (薬       5)　猛 平30. 4. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   46014 339.3 長﨑宝珠堂薬局　西店〒780-0901 088-826-3717有限会社　長﨑宝珠堂長崎　雄幸 平12. 6. 1 薬局
     市薬339 高知市上町３丁目３－１ 常　勤:    2薬局　代表取締役　長 新規 現存
     (薬       2)﨑　雄幸 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   47014 342.7 よこうち薬局 〒780-0964 088-844-0188有限会社　パラゴン　平山　美穂 平12. 7. 1 薬局
     市薬342 高知市横内４５２ 常　勤:    2代表取締役　西森　康 新規 現存
     (薬       2)夫 平24. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   48014 345.0 あじさい薬局　杉井流〒780-0072 088-878-8788有限会社　あじさい薬上田　泰弘 平12. 9. 1 薬局
     市薬345 店 高知市杉井流２－３ 常　勤:    4局　代表取締役　阿部 新規 現存
     (薬       4)　恭宜 平24. 9. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
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   49014 347.6 とまと薬局 〒780-0051 088-826-1112株式会社　メディコ　市川　智美 平12. 9. 1 薬局
     市薬347 高知市愛宕町１丁目４－９ 常　勤:    1代表取締役　門田　裕 新規 現存
     (薬       1)水 平24. 9. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   50014 352.6 ちより薬局　北店 〒780-0806 088-861-6555株式会社　ウェル　代井上　靖 平12.12. 4 薬局
     市薬352 高知市知寄町１丁目２－１ 常　勤:    1表取締役　西川　和幸 新規 現存
     (薬       1) 平24.12. 4
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51014 353.4 城西薬局 〒780-0901 088-826-1355有限会社　ヤクニ　代岡本　眞由美 平12.12. 1 薬局
     市薬353 高知市上町１丁目７－２７ 常　勤:    1表取締役　岡本　成史 新規 現存
     (薬       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   52014 355.9 ブルークロス厚生薬局〒780-8040 088-828-8828有限会社　ブルークロ小島　裕美 平13. 1. 4 薬局
     市薬355 高知市神田１９－１５ 常　勤:    1ス　代表取締役　池沢 新規 現存
     (薬       1)　幸郎 平25. 1. 4
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   53014 358.3 マリーナ薬局 〒780-8023 088-805-0680有限会社　白十字ウェ安岡　涼 平13. 3. 7 薬局
     市薬358 高知市六泉寺町８７－２ 常　勤:    2ルネス　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)中熊　宏 平25. 3. 7
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   54014 361.7 エール薬局　旭店 〒780-0943 088-844-7557有限会社　ファーメル森岡　美佐子 平13. 4. 1 薬局
     市薬361 高知市旭上町３２－２２ 常　勤:    1　代表取締役　平松　 新規 現存
     (薬       1)久嗣 平25. 4. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   55014 362.5 つちばし薬局　一宮店〒781-8136 088-826-5310有限会社　つちばし薬山本　雅裕 平13. 4. 1 薬局
     市薬362 高知市一宮西町１－３－９ 常　勤:    4局　代表取締役　藤原 新規 現存
     (薬       4)　英憲 平25. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   56014 364.1 四国調剤薬局　日赤通〒780-0062 088-826-6011株式会社　四国調剤　伊藤　泰加 平13. 5. 1 薬局
     市薬364 り店 高知市新本町２－１３－５０ 常　勤:    1代表取締役　濵田　嘉 新規 現存
     (薬       1)則 平25. 5. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   57014 368.2 病院通薬局　あぞの店〒781-0011 088-846-2771有限会社　クリス・プ片岡　美智 平13. 6. 1 薬局
     市薬368 高知市薊野北町２－１０－５１－常　勤:    4ロジェクト　代表取締 新規 現存
     １４号 (薬       4)役　橋田　圭市 平25. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   58014 371.6 ダイリン薬局 〒781-0011 088-846-7866有限会社　クリス・プ都築　美佳 平13. 7. 1 薬局
     市薬371 高知市薊野北町２丁目１０－１ 常　勤:    3ロジェクト　代表取締 新規 現存
     (薬       3)役　橋田圭市 平25. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   59014 379.9 有限会社　サンファー〒780-0051 088-802-3399有限会社　サンファー岡﨑　美奈子 平13.10. 1 薬局
     市薬379 マシー　あたご薬局 高知市愛宕町１丁目１－１５ 常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)大﨑　守 平25.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   60014 382.3 有限会社　朝倉薬局 〒780-8081 088-844-7434有限会社　朝倉薬局　琴賀岡　義啓 平13.10. 1 薬局
     市薬382 高知市若草町１６－２２ 常　勤:    2代表取締役　琴賀岡　 移動 現存
     (薬       2)義啓 平25.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   61014 384.9 ひじま薬局 〒780-0066 088-802-2121高知調剤株式会社　代島田　三貴 平13.11. 1 薬局
     市薬384 高知市比島町４－６－３１ 常　勤:    1表取締役　佐竹　晃典 新規 現存
     (薬       1) 平25.11. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   62014 393.0 ブルークロス調剤薬局〒780-0862 088-820-4311有限会社　ブルークロ山田　有造 平14. 5.19 薬局
     市薬393 本町店 高知市鷹匠町１－１－２３ 常　勤:    1ス　代表取締役　池沢 移動 現存
     (薬       1)　幸郎 平26. 5.19
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   63014 396.3 有限会社　サンファー〒781-0270 088-837-9611有限会社　サンファー濱田　英将 平14. 8. 1 薬局
     市薬396 マシー　なぎさ薬局 高知市長浜４８２８番地２ 常　勤:    2マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)大﨑　守 平26. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   64014 397.1 なのはな薬局 〒780-0926 088-820-6881株式会社　協和薬局　深瀨　明彦 平14. 9. 1 薬局
     市薬397 高知市大膳町３０－２ 常　勤:    1代表取締役　濵田　嘉 新規 現存
     (薬       1)則 平26. 9. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   65014 399.7 クローバー薬局 〒780-8008 088-831-9585有限会社　プラスフォ佐々木　稚奈 平14.10. 1 薬局
     市薬399 高知市潮新町２丁目７番３ 常　勤:    2ー　代表取締役　徳田 新規 現存
     (薬       2)　剛 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   66014 400.3 西村薬局 〒780-0821 088-884-6819西村　千佐子 西村　千佐子 平14. 9.30 薬局
     市薬400 高知市桜井町２丁目４－１２ 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平26. 9.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   67014 404.5 米田薬局 〒780-8063 088-844-2071西本　律子 西本　律子 平15. 2.18 薬局
     市薬404 高知市朝倉丙９０５ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平27. 2.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   68014 406.0 有限会社　楓鈴堂　ド〒781-8132 088-826-5160有限会社　楓鈴堂　代永井　宏典 平15. 7. 1 薬局
     市薬406 レミ薬局 高知市一宮東町５丁目４－１６ 常　勤:    1表取締役　永井　宏典 新規 現存
     (薬       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   69014 407.8 エール薬局　土佐道路〒780-8050 088-828-4555有限会社　アプローズ星山　清 平15.10. 1 薬局
     市薬407 店 高知市鴨部９４０－１ 常　勤:    1　代表取締役　平松　 新規 現存
     (薬       1)久嗣 平27.10. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   70014 409.4 稲本薬局 〒780-0051 088-872-3668稲本　公美 稲本　公美 平15.12. 1 薬局
     市薬409 高知市愛宕町２丁目１８－２２ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   71014 415.1 ながはま薬局 〒781-0270 088-841-0733有限会社　シリウス　田内　友英 平16.10. 1 薬局
     市薬415 高知市長浜６７７－１０ 常　勤:    2取締役　田内　友英 その他 現存
     (薬       2) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   72014 416.9 あじさい薬局　介良店〒781-5106 088-878-7662有限会社　あじさい薬岡﨑　陽生 平16.11. 1 薬局
     市薬416 高知市介良乙１０４９ 常　勤:    6局　代表取締役　阿部 新規 現存
     (薬       6)　恭宜 平28.11. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   73014 418.5 つちばし薬局　あたご〒780-0051 088-823-6006有限会社　つちばし薬幸地　拓也 平17. 4. 1 薬局
     市薬418 店 高知市愛宕町３－１２－５ 常　勤:    1局　代表取締役　藤原 新規 現存
     (薬       1)　英憲 平29. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   74014 419.3 ベル薬局　池店 〒781-0111 088-847-0811有限会社　ベル企画　吉岡　和剛 平17. 4. 1 薬局
     市薬419 高知市池２８７３番地８ 常　勤:    1代表取締役　中平　真 新規 現存
     (薬       1)理子 平29. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   75014 421.9 あおい薬局 〒781-0111 088-837-6888有限会社　ブルークロ西岡　正人 平17. 4.26 薬局
     市薬421 高知市池２８４１番１ 常　勤:    1ス　代表取締役　池沢 新規 現存
     (薬       1)　幸郎 平29. 4.26
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   76014 422.7 有限会社　若草薬局 〒780-8083 088-844-1348有限会社　若草薬局　壬生　京子 平17. 5. 1 薬局
     市薬422 高知市鵜来巣１－２９ 常　勤:    3代表取締役　壬生　京 交代 現存
     (薬       3)子 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   77014 428.4 ひだまり薬局 〒780-8011 088-803-7858有限会社　ひだまり薬津野　知佐 平18. 4. 1 薬局
     市薬428 高知市梅ノ辻６番５号 常　勤:    1局　代表取締役　津野 新規 現存
     (薬       1)　知佐 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   78014 432.6 桂浜通　ひこばえ薬局〒781-0253 088-837-9215有限会社　ひこばえ薬宮崎　英典 平18. 7. 1 薬局
     市薬432 高知市瀬戸南町１丁目２－１ 常　勤:    2品　代表取締役　辻　 新規 現存
     (薬       2)博史 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   79014 437.5 ますがた薬局 〒780-0861 088-822-8100高知調剤株式会社　代小松　浩子 平18.12. 1 薬局
     市薬437 高知市升形８番１号 常　勤:    1表取締役　佐竹　晃典 新規 現存
     (薬       1) 平24.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   80014 438.3 ケンコー薬局 〒780-8015 088-833-5355有限会社　美健堂　代森下　健子 平19. 3. 1 薬局
     市薬438 高知市百石町２丁目９－１５ 常　勤:    1表取締役　森下　方彦 移動 現存
     (薬       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   81014 443.3 新本町エール薬局 〒780-0062 088-802-3557株式会社　Ｙｅｌｌ　圖師　輝子 平19. 5. 1 薬局
     市薬443 高知市新本町２丁目５番１２号 常　勤:    1Ｐｈａｒｍａｃｙ　代 移動 現存
     (薬       1)表取締役　平松　久嗣 平25. 5. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   82014 444.1 にしもり薬局 〒780-0062 088-872-2816有限会社　パラゴン　黒下　尚子 平19. 5. 1 薬局
     市薬444 高知市新本町１－１－１６ 常　勤:    1代表取締役　西森　康 移動 現存
     (薬       1)夫 平25. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   83014 445.8 エール薬局日赤通店 〒780-0062 088-802-2111株式会社　Ｙｅｌｌ　進司　祥代 平19. 6. 1 薬局
     市薬445 高知市新本町２丁目５番１４号 常　勤:    1Ｐｈａｒｍａｃｙ　代 新規 現存
     (薬       1)表取締役　平松　久嗣 平25. 6. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   84014 446.6 日本調剤　高知薬局 〒780-0062 088-873-6488日本調剤株式会社　代野嶋　大資 平19. 7. 1 薬局
     市薬446 高知市新本町２丁目４－２６ 常　勤:    3表取締役社長　三津原 交代 現存
     (薬       3)　博 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   85014 448.2 アクア薬局 〒780-0935 088-802-4311奥野　泰輔 奥野　泰輔 平19.10. 1 薬局
     市薬448 高知市旭町２丁目２３－３０ 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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   86014 451.6 土佐道路薬局 〒780-8084 088-850-0511高知調剤株式会社　代柿本　文 平19.11.20 薬局
     市薬451 高知市槇山町１番２号 常　勤:    1表取締役　佐竹　晃典 新規 現存
     (薬       1) 平25.11.20
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   87014 453.2 くろしお薬局　朝倉西〒780-8083 088-850-7225株式会社　くろしお薬森田　章弘 平20. 6. 1 薬局
     市薬453 店 高知市鵜来巣１１番３７－２号 常　勤:    3局　代表取締役　黒岩 新規 現存
     (薬       3)　猛 平26. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   88014 454.0 らいおん堂薬局　札場〒780-0085 088-878-8430有限会社　山川ライオ内藤　麻貴 平20. 6. 1 薬局
     市薬454 店 高知市札場１６－３１ 常　勤:    1ン堂薬局　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　山川　美幸 平26. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   89014 455.7 イオン薬局高知店 〒780-0026 088-826-8104イオンリテール株式会奥川　彰子 平20. 8.21 薬局
     市薬455 高知市秦南町１－４－８ 常　勤:    9社　代表取締役　岡崎 交代 現存
     (薬       9)　双一 平26. 8.21
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   90014 456.5 岡本平和薬局　西分店〒781-0304 088-894-5270有限会社　桂堂　取締本田　里織 平20.11. 1 薬局
     市薬456 高知市春野町西分２０２８－３ 常　勤:    1役　岡本　孝彦 新規 現存
     (薬       1) 平26.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   91014 460.7 エール薬局はりまや店〒780-0822 088-878-0222株式会社　Ｙｅｌｌ　掛水　哲平 平21. 4. 1 薬局
     市薬460 高知市はりまや町１丁目７－７ 常　勤:    1Ｐｈａｒｍａｃｙ　Ｇ 新規 現存
     (薬       1)ｒｏｕｐ　代表取締役 平27. 4. 1
     非常勤:    2　平松　久嗣
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   92014 461.5 四国調剤薬局　さんば〒780-8010 088-837-1050株式会社　四国調剤　邑岡　由佳子 平21. 4. 1 薬局
     市薬461 し店 高知市桟橋通二丁目７番７号 常　勤:    1代表取締役　濵田　嘉 新規 現存
     (薬       1)則 平27. 4. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   93014 462.3 病院通薬局　みさと店〒781-0112 088-854-3330有限会社　クリス・プ野町　一彦 平21. 4.16 薬局
     市薬462 高知市仁井田１６１７－１８ 常　勤:    2ロジェクト　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　橋田　圭市 平27. 4.16
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   94014 463.1 テラオ薬局 〒780-0833 088-882-2617株式会社　漢方のテラ寺尾　智恵美 平21. 5. 1 薬局
     市薬463 高知市南はりまや町２－５－１９常　勤:    1オ　代表取締役　寺尾 交代 現存
     (薬       1)　智恵美 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   95014 465.6 きらら薬局 〒780-0966 088-826-7558遠藤　芳晃 曽我部　由美子 平21.11. 1 薬局
     市薬465 高知市福井扇町１１８０－２ 常　勤:    2 移動 現存
     (薬       2) 平27.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   96014 469.8 公益社団法人　高知県〒780-0850 088-824-2735公益社団法人　高知県稲本　文男 平22. 3.23 薬局
     市薬469 薬剤師会　高知県薬剤高知市丸ノ内１丁目７－４５　総常　勤:    1薬剤師会　会長　西森 移動 現存
     師会会営薬局 合あんしんセンター１Ｆ (薬       1)　康夫 平28. 3.23
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   97014 471.4 病院通薬局　みなみ店〒780-8002 088-803-5542有限会社　クリス・プ橋田　圭市 平22. 4. 1 薬局
     市薬471 高知市役知町１５－６ 常　勤:    1ロジェクト　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　橋田　圭市 平28. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   98014 474.8 ブルークロス江ノ口薬〒780-0051 088-802-3741有限会社　ブルークロ小島　美緒 平22. 7.18 薬局
     市薬474 局 高知市愛宕町２丁目２２－２ 常　勤:    2ス　代表取締役　池沢 移動 現存
     (薬       2)　幸郎 平28. 7.18
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   99014 475.5 すずらん薬局 〒780-0971 088-826-8222株式会社　くろしお薬古田　忍 平22. 7. 1 薬局
     市薬475 高知市南万々１３－８ 常　勤:    1局　代表取締役　黒岩 現存
     (薬       1)　猛 平28. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  100014 479.7 アザレ薬局 〒780-0056 088-855-7600有限会社　ベル企画　大渕　美頼 平22.11. 1 薬局
     市薬479 高知市北本町１－１－２ 常　勤:    1代表取締役　中平　真 新規 休止
     (薬       1)理子 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101014 481.3 にしもり薬局　神田店〒780-8040 088-855-7120有限会社　パラゴン　福田　明子 平23. 1.15 薬局
     市薬481 高知市神田１０３９－１ 常　勤:    3代表取締役　西森　康 新規 現存
     (薬       3)夫 平29. 1.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  102014 483.9 ミモザ薬局 〒780-8006 088-837-1387ル・ヴァンコーポレー段松　さえ子 平23. 2. 1 薬局
     市薬483 高知市萩町１－６－４７ 常　勤:    1ション　有限会社　代 新規 現存
     (薬       1)表取締役　明神　秀樹 平29. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  103014 486.2 マック薬局 〒780-8010 088-834-4080株式会社　ＦＳ　代表森光　勘介 平23. 4. 1 薬局
     市薬486 高知市桟橋通３丁目１１－７ 常　勤:    1取締役　森光　康博 交代 現存
     (薬       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  104014 488.8 らいふ調剤薬局　百石〒780-8015 088-855-7800株式会社　ＦＳ　代表細川　泰宏 平23. 4. 1 薬局
     市薬488 店 高知市百石町３丁目２番７号 常　勤:    1取締役　森光　康博 新規 現存
     (薬       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  105014 489.6 ハロー薬局大津店 〒781-5102 088-878-3338株式会社　Ｈｅｌｌｏ千頭　香奈 平23. 9. 1 薬局
     市薬489 高知市大津甲５９３－４ 常　勤:    1　Ｐｈａｒｍａｃｙ　 組織変更 現存
     (薬       1)代表取締役　濵田　篤 平29. 9. 1
     非常勤:    8秀
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  106014 491.2 ＩＭＣ　うしおえ薬局〒780-8018 088-805-0090株式会社　アイ・エム田鍋　まり子 平23.10. 1 薬局
     市薬491 高知市竹島町１３－１うしおえメ常　勤:    2・シー　代表取締役　 組織変更 現存
     ディカルビル・イーア１階 (薬       2)宮本　桂次 平29.10. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  107014 493.8 ＩＭＣ　うぐるす薬局〒780-8083 088-843-8900株式会社　アイ・エム清水　美有 平23.10. 1 薬局
     市薬493 高知市鵜来巣１１－３８－８－１常　勤:    1・シー　代表取締役　 組織変更 現存
     ０１ (薬       1)宮本　桂次 平29.10. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  108014 494.6 カイセイ薬局 〒780-0052 088-873-5750株式会社　育星会　代宮地　里佳 平23.11. 1 薬局
     市薬494 高知市大川筋１丁目３番５０号 常　勤:    4表取締役　飯田　彰 移動 現存
     (薬       4) 平29.11. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  109014 495.3 有限会社　回生堂調剤〒780-0051 088-872-3399有限会社　回生堂調剤向井　佑子 平23.11. 1 薬局
     市薬495 薬局 高知市愛宕町２丁目２２－６ 常　勤:    1薬局　代表取締役　伊 移動 現存
     (薬       1)藤　博仁 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  110014 497.9 エール薬局きっず店 〒781-8121 088-803-5151有限会社　アプローズ野島　京子 平24. 2. 1 薬局
     市薬497 高知市葛島２－６－３３ 常　勤:    1　代表取締役　平松　 新規 現存
     (薬       1)久嗣 平30. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  111014 498.7 白十字薬局　小津店 〒780-0915 088-823-2763有限会社　白十字薬品平岡　準三 平24. 6. 1 薬局
     市薬498 高知市小津町３９番地３ 常　勤:    1　代表取締役　高橋　 移動 現存
     (薬       1)信二 平30. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  112014 499.5 あじさい薬局　北本町〒780-0056 088-878-1618有限会社　あじさい薬内川　靖子 平24. 7. 1 薬局
     市薬499 店 高知市北本町４丁目３番４号 常　勤:    6局　代表取締役　阿部 移動 現存
     (薬       6)　恭宜 平24. 7. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  113014 500.0 高知調剤薬局　にいだ〒781-0112 088-856-9511高知調剤株式会社　代田島　美和子 平24. 7. 1 薬局
     市薬500 店 高知市仁井田６４６－１ 常　勤:    1表取締役　佐竹　晃典 新規 現存
     (薬       1) 平24. 7. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  114014 501.8 有限会社　サンファー〒780-0931 088-856-9685有限会社　サンファー松﨑　真士 平24. 8. 1 薬局
     市薬501 マシー　たまみず薬局高知市玉水町７９番地 常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)大﨑　守 平24. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  115014 504.2 ＩＭＣ　ふくい薬局 〒780-0965 088-856-8830株式会社　アイ・エム十萬　広紀 平24. 9. 3 薬局
     市薬504 高知市福井町８１１－１ 常　勤:    1・シー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)宮本　桂次 平24. 9. 3
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  116014 507.5 ワンツー薬局 〒780-8040 088-832-8919株式会社　くろしお薬大場　路子 平25. 1. 1 薬局
     市薬507 高知市神田８４０－１ 常　勤:    2局　代表取締役　黒岩 新規 現存
     (薬       2)　猛 平25. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  117014 508.3 株式会社　ペンギン堂〒780-0804 088-880-1622株式会社　ペンギン堂市原　純子 平25. 1. 4 薬局
     市薬508 薬局 高知市日の出町２－２０ 常　勤:    1薬局　代表取締役　市 移動 現存
     (薬       1)原　純子 平25. 1. 4
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  118014 509.1 きらら薬局　北新田店〒780-8003 088-856-7133遠藤　芳晃 遠藤　芳晃 平25. 1. 1 薬局
     市薬509 高知市北新田町９－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  119014 510.9 エール薬局かづらしま〒781-8121 088-880-4100有限会社　アプローズ甲平　志紀 平25. 2. 1 薬局
     市薬510 店 高知市葛島１丁目９－５１ 常　勤:    3　代表取締役　平松　 組織変更 現存
     (薬       3)久嗣 平25. 2. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  120014 511.7 あおぞら薬局 〒780-0051 088-856-7870株式会社　愛宕調剤　近藤　真史 平25. 3. 7 薬局
     市薬511 高知市愛宕町１丁目４番７号 常　勤:    2代表取締役　大﨑　栄 新規 現存
     (薬       2)之 平25. 3. 7
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  121014 512.5 旭サテライト薬局 〒780-0943 088-828-8660株式会社　ＯＦＦＩＣ矢野　敦子 平25. 5. 1 薬局
     市薬512 高知市旭上町３０－２３ 常　勤:    2Ｅ　ＹＡＮＯ　代表取 交代 現存
     (薬       2)締役　矢野　敦子 平25. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  122014 513.3 神田月光薬局 〒780-8040 088-856-8912株式会社　くろしお薬津野　隆司 平25. 5.20 薬局
     市薬513 高知市神田４０８番６ 常　勤:    1局　代表取締役　黒岩 新規 現存
     (薬       1)　猛 平25. 5.20
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  123014 514.1 あとむ薬局 〒780-0051 088-855-4731株式会社　あとむ　代武市　瑞樹 平25. 6. 1 薬局
     市薬514 高知市愛宕町２丁目１９－４ 常　勤:    1表取締役　明神　克之 交代 現存
     (薬       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  124014 515.8 病院通薬局　さくら店〒780-0832 088-856-6500有限会社　クリス・プ中城　靖子 平25. 7. 1 薬局
     市薬515 高知市九反田３－９ 常　勤:    2ロジェクト　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　橋田　圭市 平25. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  125014 516.6 オリーブ薬局 〒780-8010 088-833-9765有限会社　白十字ウェ依光　保 平25. 8. 1 薬局
     市薬516 高知市桟橋通１丁目１３－４ 常　勤:    2ルネス　代表取締役　 移動 現存
     (薬       2)中熊　宏 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  126014 517.4 つちばし薬局　あぞの〒781-0012 088-846-7001有限会社　つちばし薬片岡　育子 平25.10. 1 薬局
     市薬517 店 高知市薊野東町９－３４ 常　勤:    3局　代表取締役　藤原 新規 現存
     (薬       3)　英憲 平25.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  127014 518.2 調剤薬局ツルハドラッ〒780-8081 088-840-8190株式会社　ツルハ　代別役　和子 平25.10. 1 薬局
     市薬518 グ朝倉店 高知市若草町１６番４０号 常　勤:    1表取締役社長　鶴羽　 新規 現存
     (薬       1)順 平25.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  128014 520.8 あとむ薬局　旭店 〒780-0942 088-855-5930株式会社　あとむ　代近藤　晃嗣 平26. 1. 4 薬局
     市薬520 高知市南元町２６番１ 常　勤:    1表取締役　明神　克之 新規 現存
     (薬       1) 平26. 1. 4
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  129014 521.6 フルール薬局 〒780-0942 088-855-6700有限会社　ベル企画　吉村　朋高 平26. 3. 3 薬局
     市薬521 高知市南元町２８－５ 常　勤:    1代表取締役　中平　真 移動 現存
     (薬       1)理子 平26. 3. 3
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  130014 522.4 つちばし薬局　はりま〒780-0833 088-884-5876有限会社　つちばし薬堤　一晃 平26. 4. 1 薬局
     市薬522 や店 高知市南はりまや町１－１７－２常　勤:    1局　代表取締役　藤原 新規 現存
     ７　１Ｆ (薬       1)　英憲 平26. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  131014 523.2 らいふ調剤薬局　さん〒780-8010 088-855-7403株式会社　ＦＳ　代表久保　千明 平26. 4. 1 薬局
     市薬523 ばし店 高知市桟橋通２丁目１２番５号 常　勤:    1取締役　森光　康博 新規 現存
     (薬       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  132014 524.0 あじさい薬局　鴨部店〒780-8052 088-840-2900有限会社　あじさい薬勝賀野　美代 平26. 5. 1 薬局
     市薬524 高知市鴨部２－２－７ 常　勤:    1局　代表取締役　阿部 新規 現存
     (薬       1)　恭宜 平26. 5. 1
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  133014 525.7 なでしこ薬局 〒781-0112 088-856-5719高橋　優子 高橋　優子 平26. 5. 1 薬局
     市薬525 高知市仁井田４３５０－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  134014 526.5 あとむ薬局　みその店〒780-0034 088-855-9114株式会社　あとむ　代阿部　春典 平26. 7. 1 薬局
     市薬526 高知市三園町２３４番地 常　勤:    1表取締役　明神　克之 新規 現存
     (薬       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  135014 527.3 新田町うさぎ薬局 〒780-8004 088-833-1781株式会社　新田　代表徳田　剛 平26. 7. 1 薬局
     市薬527 高知市新田町１４番２６号 常　勤:    1取締役　徳田　剛 新規 現存
     (薬       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  136014 528.1 エール薬局口細山店 〒780-0963 088-828-9900有限会社　アプローズ加藤　浩一 平26. 7. 1 薬局
     市薬528 高知市口細山２０６－１５４ 常　勤:    1　代表取締役　平松　 新規 現存
     (薬       1)久嗣 平26. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  137014 529.9 ひまわり薬局 〒780-0925 088-820-5757グリーンファーマシー髙橋　佳容子 平26.10. 1 薬局
     市薬529 高知市西町１０９番 常　勤:    6株式会社　代表取締役 新規 現存
     (薬       6)　古川　健一郎 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  138014 530.7 たけい薬局 〒780-0046 088-856-6522株式会社　竹井至誠堂竹井　正生 平26.11. 1 薬局
     市薬530 高知市伊勢崎町１３番９号 常　勤:    1　代表取締役　竹井　 新規 現存
     (薬       1)正生 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  139014 531.5 メディカル薬局　うぐ〒780-8083 088-850-0321メディカル調剤株式会大西　龍也 平27. 2. 1 薬局
     市薬531 るす店 高知市鵜来巣１１－３８－１０ 常　勤:    2社　代表取締役　佐竹 新規 現存
     (薬       2)　晃典 平27. 2. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  140014 532.3 たんぽぽ堂薬局 〒780-8039 088-834-1725須藤　美和 須藤　美和 平27. 1.23 薬局
     市薬532 高知市東石立町１３７－２３ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平27. 1.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  141014 533.1 高知センター薬局 〒780-0066 088-854-3571株式会社　高知センタ川内　靖子 平27. 3. 1 薬局
     市薬533 高知市比島町３丁目１番１６号 常　勤:    2ー薬局　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       2)川内　靖子 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  142014 534.9 フォレスト調剤薬局　〒780-0815 088-882-7510株式会社　フォレスト杉村　千絵 平27. 4. 1 薬局
     市薬534 知寄町店 高知市二葉町１番４号 常　勤:    1調剤高知　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　瀨沼　憲司 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  143014 535.6 こなつ薬局 〒780-8010 088-821-8824有限会社　プラスフォ田中　正士 平27. 6. 1調剤 薬局
     市薬535 高知市桟橋通１丁目１０－６アス常　勤:    1ー　代表取締役　徳田 新規 現存
     テールＫ１０５号 (薬       1)　剛 平27. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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  144014 536.4 くろしお薬局　インタ〒780-0072 088-861-5080株式会社　くろしお薬山本　法恵 平27. 8. 1調剤 薬局
     市薬536 ー店 高知市杉井流６番２８号 常　勤:    2局　代表取締役　黒岩 新規 現存
     (薬       2)　猛 平27. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  145014 538.0 蛍橋薬局 〒780-0935 088-872-8868株式会社　ＴＯＲＡＩ國澤　玲子 平27. 9. 1調剤 薬局
     市薬538 高知市旭町３丁目７５ 常　勤:    1　代表取締役　國澤　 組織変更 現存
     (薬       1)昌弘 平27. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  146014 539.8 あけぼの薬局 〒780-8071 088-850-0255株式会社　ＴＯＲＡＩ國澤　美里 平27. 9. 1調剤 薬局
     市薬539 高知市鴨部高町１４－２１ 常　勤:    1　代表取締役　國澤　 組織変更 現存
     (薬       1)昌弘 平27. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  147014 540.6 えがお薬局 〒781-5103 088-821-6390中井　健司 中井　健司 平27.10. 1調剤 薬局
     市薬540 高知市大津乙１８７４－１０ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平27.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  148014 541.4 春和堂　帯屋町薬局 〒780-0841 088-823-0033株式会社　帯屋町薬局森光　尚子 平27.11. 1調剤 薬局
     市薬541 高知市帯屋町２－４－７－１０２常　勤:    1　代表取締役　森光　 組織変更 現存
     (薬       1)尚子 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  149014 542.2 イルカ薬局 〒780-0870 088-855-7182株式会社　ドラッグフ原田　亜季 平27.12. 1調剤 薬局
     市薬542 高知市本町５丁目２－９グランド常　勤:    1ァーム　代表取締役　 新規 現存
     ハイツ細川 (薬       1)門田　幹夫 平27.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  150014 543.0 みんと薬局 〒780-0064 088-826-9310株式会社　ドラッグフ松岡　正子 平27.12. 1調剤 薬局
     市薬543 高知市和泉町３－２４中平ビル１常　勤:    1ァーム　代表取締役　 新規 現存
     Ｆ (薬       1)門田　幹夫 平27.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  151014 544.8 グリーンハーツ薬局 〒780-0061 088-855-7872有限会社　スマイル　廣瀬　佳美 平28. 1. 1調剤 薬局
     市薬544 高知市栄田町１－２－２ 常　勤:    1取締役　廣瀬　佳美 新規 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  152014 546.3 四国調剤　よさこい薬〒780-0952 088-828-8880株式会社　あさひ　代岡村　将平 平28. 2. 1調剤 薬局
     市薬546 局 高知市塚の原１番地 常　勤:    1表取締役　森本　和憲 新規 現存
     (薬       1) 平28. 2. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  153014 547.1 四国調剤　やえもん薬〒780-0088 088-880-5506株式会社　あさひ　代岡﨑　雅子 平28. 2. 1調剤 薬局
     市薬547 局 高知市北久保２－３９ 常　勤:    1表取締役　森本　和憲 新規 現存
     (薬       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  154014 548.9 四国調剤　はるの薬局〒781-0311 088-805-2301株式会社　あさひ　代小島　理恵 平28. 2. 1調剤 薬局
     市薬548 高知市春野町芳原１３１６－２ 常　勤:    1表取締役　森本　和憲 新規 現存
     (薬       1) 平28. 2. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  155014 549.7 四国調剤　ふくい薬局〒780-0966 088-826-3010株式会社　あさひ　代西尾　枝里子 平28. 2. 1調剤 薬局
     市薬549 高知市福井扇町１１７９－１ 常　勤:    1表取締役　森本　和憲 新規 現存
     (薬       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  156014 550.5 四国調剤　しののめ薬〒780-0805 088-855-8005株式会社　あさひ　代野村　浩子 平28. 2. 1調剤 薬局
     市薬550 局 高知市東雲町８番４８号 常　勤:    1表取締役　森本　和憲 新規 現存
     (薬       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  157014 551.3 有限会社サンファーマ〒780-0052 088-855-5582有限会社サンファーマ北村　通康 平28. 4. 1調剤 薬局
     市薬551 シー　はるかぜ薬局 高知市大川筋２－５－４５ 常　勤:    2シー　代表取締役　大 新規 現存
     (薬       2)﨑　守 平28. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  158014 552.1 エール薬局 〒781-0111 088-837-6077株式会社　Ｙｅｌｌ　井上　裕美 平28. 4. 1調剤 薬局
     市薬552 高知市池２８４１－１ 常　勤:    4Ｐｈａｒｍａｃｙ　代 新規 現存
     (薬       4)表取締役　平松　久嗣 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  159014 553.9 エール薬局たかす店 〒781-5103 088-878-5666有限会社　ファーメル森木　若葉 平28. 4. 1調剤 薬局
     市薬553 高知市大津乙２７０５－３ 常　勤:    6　代表取締役　平松　 新規 現存
     (薬       6)久嗣 平28. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  160014 554.7 エール薬局百石店 〒780-8015 088-837-7177株式会社　Ｙｅｌｌ　李　智恵（星山智恵）平28. 4. 1調剤 薬局
     市薬554 高知市百石町２丁目２９－１３ 常　勤:    4Ｐｈａｒｍａｃｙ　Ｇ 新規 現存
     (薬       4)ｒｏｕｐ　代表取締役 平28. 4. 1
     非常勤:    6　平松　久嗣
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  161014 555.4 しのはら薬局　潮江店〒780-8027 088-805-0131株式会社　しのはら　東　尚子 平28. 4. 1調剤 薬局
     市薬555 高知市高見町３４８ 常　勤:    1代表取締役　篠原　ひ 新規 現存
     (薬       1)ろみ 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  162014 556.2 しのはら薬局　口細山〒780-0963 088-850-0311株式会社　しのはら　山下　文美 平28. 4. 1調剤 薬局
     市薬556 店 高知市口細山２０６－２９５ 常　勤:    1代表取締役　篠原　ひ 新規 現存
     (薬       1)ろみ 平28. 4. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  163014 558.8 しのはら薬局　入明店〒780-0041 088-820-7130株式会社　しのはら　福西　理沙 平28. 4. 1調剤 薬局
     市薬558 高知市入明町５－１ 常　勤:    2代表取締役　篠原　ひ 新規 現存
     (薬       2)ろみ 平28. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  164014 559.6 あとむ薬局　土佐道路〒780-8037 088-821-8581株式会社　あとむ　代市川　将人 平28. 5. 1調剤 薬局
     市薬559 店 高知市城山町２０９番１ 常　勤:    1表取締役　明神　克之 新規 現存
     (薬       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  165014 560.4 あわじ薬局 〒780-8002 088-832-0115株式会社　エムワイエ岡田　理愛 平28. 9. 1調剤 薬局
     市薬560 高知市役知町１１－１２ 常　勤:    2ス　代表取締役　松田 新規 現存
     (薬       2)　吉史 平28. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  166014 561.2 ひなた薬局 〒781-0112 088-847-3680株式会社　小白方　代中野　知子 平28. 9. 1調剤 薬局
     市薬561 高知市仁井田６５３－２ 常　勤:    1表取締役　中野　知子 新規 現存
     (薬       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  167014 562.0 ポピー薬局 〒780-0965 088-854-8289株式会社　アルファ　植田　隆 平28.10. 1調剤 薬局
     市薬562 高知市福井町１７３４－６ 常　勤:    5代表取締役　濵田　嘉 新規 現存
     (薬       5)則 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  168014 563.8 四国調剤　りょうま薬〒781-8104 088-878-8777株式会社　四国調剤　岡添　明日香 平28.11. 1調剤 薬局
     市薬563 局 高知市高須２丁目１８－１１ 常　勤:    1代表取締役　濵田　嘉 移動 現存
     (薬       1)則　代表取締役　淡路 平28.11. 1
     非常勤:   10　英広
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  169014 564.6 イオン薬局高知旭町店〒780-0935 088-825-4776イオンリテール株式会山田　貴大 平29. 4. 1調剤 薬局
     市薬564 高知市旭町３丁目９４番地 常　勤:    4社　代表取締役　岡崎 新規 現存
     (薬       4)　双一 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  170014 565.3 しのはら薬局　本町店〒780-0863 088-820-8933株式会社　しのはら　岡田　昌子 平29. 5.28調剤 薬局
     市薬565 高知市与力町３－２９ 常　勤:    1代表取締役　篠原　ひ 移動 現存
     (薬       1)ろみ 平29. 5.28
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  171014 566.1 アルファ薬局　宝永店〒780-0824 088-885-5020株式会社　アルファ　谷相　絵理 平29. 7. 1調剤 薬局
     市薬566 高知市城見町３－１８ 常　勤:    1代表取締役　濵田　嘉 移動 現存
     (薬       1)則 平29. 7. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  172014 567.9 ポプラ薬局 〒780-0901 088-826-1051株式会社　くろしお薬森本　麻衣 平29.10. 1調剤 薬局
     市薬567 高知市上町五丁目３－１０ 常　勤:    2局　代表取締役　黒岩 交代 現存
     (薬       2)　猛 平29.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  173014 568.7 ひつざん薬局　朝倉店〒780-8081 088-840-2030株式会社　くろしお薬伊藤　悠人 平29.10. 1調剤 薬局
     市薬568 高知市若草町１６番地２６号－１常　勤:    6局　代表取締役　黒岩 交代 現存
     ０１号 (薬       6)　猛 平29.10. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  174014 569.5 薬局清流　けら店 〒781-5104 088-878-7116株式会社　くろしお薬岡﨑　桂 平29.12. 1調剤 薬局
     市薬569 高知市介良３５４番地 常　勤:    1局　代表取締役　黒岩 新規 現存
     (薬       1)　猛 平29.12. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  175014 570.3 ベル薬局　百石店 〒780-8015 088-837-8410有限会社　ベル企画　中村　芙美 平30. 2.13 薬局
     市薬570 高知市百石町２丁目１番１５号 常　勤:    1代表取締役　中平　真 移動 現存
     (薬       1)理子 平30. 2.13
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  176014 571.1 アルファ薬局青柳店 〒780-0812 088-802-7560株式会社　アルファ　髙村　典子 平30. 2. 1調剤 薬局
     市薬571 高知市若松町１１－２２ 常　勤:    1代表取締役　濵田　嘉 新規 現存
     (薬       1)則 平30. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  177014 572.9 帯屋町　心薬局 〒780-0841 088-855-9643メディカル調剤株式会御厨　大貴 平30. 3. 1調剤 薬局
     市薬572 高知市帯屋町２丁目２番９号帯屋常　勤:    1社　代表取締役　佐竹 交代 現存
     町ＣＥＮＴＲＯ２階２－１－Ａ号(薬       1)　晃典 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  178024 019.9 タキ薬局 〒781-7105 0887-23-2535瀧本　民 瀧本　民 平 2.11. 1 薬局
     室薬19 室戸市浮津２番町４４－１ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  179024 022.3 山川ライオン堂薬局 〒781-7103 0887-23-1316有限会社　山川ライオ山川　美幸 平 9. 7. 1 薬局
     室薬22 室戸市浮津３６４－１ 常　勤:    1ン堂薬局　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       1)　山川　美幸 平24. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  180024 026.4 らいおん堂薬局　吉良〒781-6832 0887-25-3578有限会社　山川ライオ森下　祐介 平19. 4. 1 薬局
     室薬26 川店 室戸市吉良川町甲３９４７ 常　勤:    2ン堂薬局　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　山川　美幸 平25. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  181024 028.0 らいおん堂薬局　室戸〒781-7103 0887-23-1066有限会社　山川ライオ山川　佳佑 平22.11. 1 薬局
     室薬28 店 室戸市浮津４８－４ 常　勤:    2ン堂薬局　代表取締役 移動 現存
     (薬       2)　山川　美幸 平28.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  182034 013.0 ファーマシー石建 〒784-0001 0887-34-3851石建　敎子 石建　敎子 平10. 8. 1 薬局
     芸薬13 安芸市矢の丸２丁目６－１４ 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  183034 014.8 有限会社　西田屋薬局〒784-0004 0887-35-2032有限会社　西田屋薬局胎中　晴雄 平10. 2.10 薬局
     芸薬14 安芸市本町２丁目８－２ 常　勤:    1　取締役　胎中　晴雄 移動 現存
     (薬       1) 平28. 2.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  184034 015.5 有限会社　あき薬局　〒784-0027 0887-35-5561有限会社　あき薬局　有澤　里保 平 6.12. 1 薬局
     芸薬15 有限会社　あき薬局 安芸市宝永町８－１５ 常　勤:    3代表取締役　有澤　壽 新規 現存
     (薬       3)市 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  185034 017.1 有限会社　あき薬局　〒784-0007 0887-35-6114有限会社　あき薬局　山本　耕司 平10. 1. 5 薬局
     芸薬17 有限会社　あき薬局　安芸市寿町７－３０ 常　勤:    2代表取締役　有澤　壽 新規 現存
     本店 (薬       2)市 平28. 1. 5
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  186034 021.3 益田薬局 〒784-0021 0887-35-4450松永　おりえ 松永　おりえ 平14. 8. 1 薬局
     芸薬21 安芸市幸町４１６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  187034 024.7 病院通薬局　あき店 〒784-0001 0887-32-0201有限会社　クリス・プ千頭　和貴 平15. 9. 1 薬局
     芸薬24 安芸市矢ノ丸３－１－２４ 常　勤:    1ロジェクト　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　橋田　圭市 平27. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  188034 025.4 くじら薬局 〒784-0004 0887-32-0123株式会社　メディコ　狩野　あかね 平16. 8. 9 薬局
     芸薬25 安芸市本町２丁目１０－１１ 常　勤:    2代表取締役　門田　裕 移動 現存
     (薬       2)水 平28. 8. 9
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  189034 026.2 有限会社　あき薬局　〒784-0001 0887-32-0930有限会社　あき薬局　森岡　須賀子 平18.11. 1 薬局
     芸薬26 えきまえ店 安芸市矢ノ丸４丁目２－３１ 常　勤:    1代表取締役　有澤　壽 新規 現存
     (薬       1)市 平24.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  190034 027.0 元氣堂調剤薬局　あき〒784-0004 0887-34-8777有限会社　元氣堂調剤齋藤　直子 平20.11.28 薬局
     芸薬27 店 安芸市本町２丁目２番３号 常　勤:    1薬局　代表取締役　志 新規 現存
     (薬       1)村　孝明 平26.11.28
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  191034 028.8 西田順天堂薬局　あき〒784-0001 0887-34-3166有限会社　西田順天堂北村　志津 平22. 5.10 薬局
     芸薬28 店 安芸市矢ノ丸３－３－１ 常　勤:    1薬局　代表取締役　西 新規 現存
     (薬       1)田　光宏 平28. 5.10
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  192034 030.4 エール薬局あき店 〒784-0005 0887-35-7770株式会社　Ｌａ　Ｍｅ田村　昌士 平23. 3. 1 薬局
     芸薬30 安芸市港町２丁目７－１８ 常　勤:    1ｒ　代表取締役　田村 組織変更 現存
     (薬       1)　昌士 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  193034 031.2 よつば薬局 〒784-0042 0887-35-1407株式会社　ネオファル清藤　真由美 平23. 8. 1 薬局
     芸薬31 安芸市土居１９７７－５ 常　勤:    1マー　代表取締役　香 新規 現存
     (薬       1)川　將章 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  194034 033.8 ライオン薬局　安芸店〒784-0027 0887-35-3880株式会社　ライオンの宮本　佳典 平24. 2. 1 薬局
     芸薬33 安芸市宝永町７－１３ 常　勤:    2くすりやさん　代表取 新規 現存
     (薬       2)締役　山川　佳佑 平30. 2. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  195034 034.6 あにまる薬局　本店 〒784-0027 0887-37-9933株式会社　ライオンの橋本　加奈 平24.12. 3 薬局
     芸薬34 安芸市宝永町８－２０ 常　勤:    1くすりやさん　代表取 新規 現存
     (薬       1)締役　山川　佳佑 平24.12. 3
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  196034 036.1 ゆり薬局 〒784-0022 0887-32-0151株式会社　東山薬局　井上　朋法 平26. 1. 1 薬局
     芸薬36 安芸市庄之芝町９番３６号 常　勤:    1代表取締役　東山　太 組織変更 現存
     (薬       1)輔　東山　理 平26. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  197034 037.9 日本調剤　宝永薬局 〒784-0027 0887-35-2115日本調剤株式会社　代土居　沙也子 平26. 3. 3 薬局
     芸薬37 安芸市宝永町７番１４号 常　勤:    1表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       1) 平26. 3. 3
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  198044 013.8 有限会社　西田順天堂〒783-0004 088-864-2502有限会社　西田順天堂安藤　郁子 昭53. 5. 1 薬局
     南薬13 薬局 南国市大埇甲１７０５ 常　勤:    1薬局　代表取締役　西 現存
     (薬       1)田　光宏 平29. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  199044 015.3 有限会社　春和堂薬局〒783-0002 088-863-1034有限会社　春和堂薬局吉本　裕司 平 3. 4. 5 薬局
     南薬15 　駅前ショッピング支南国市駅前町１丁目４－３４ 常　勤:    1　代表取締役　吉本　 現存
     店 (薬       1)裕司 平30. 4. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  200044 034.4 なんごく薬局 〒783-0003 088-863-1824高知調剤株式会社　代中平　麻里 平10.10. 1 薬局
     南薬34 南国市西野田町１丁目２３－６ 常　勤:    3表取締役　佐竹　晃典 新規 現存
     (薬       3) 平28.10. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  201044 036.9 いの薬局 〒783-0024 088-880-6688有限会社　猪野薬局　松原　孝明 平11. 3. 1 薬局
     南薬36 南国市東崎１３４８－２ 常　勤:    2代表取締役　猪野　正 新規 現存
     (薬       2)章 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  202044 038.5 ハート薬局　おおそね〒783-0005 088-880-6227有限会社　ハート薬局岡本　浩伸 平12. 7. 1 薬局
     南薬38 店 南国市大埇乙９９２－３ 常　勤:    1　代表取締役　岡本　 新規 現存
     (薬       1)浩伸 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  203044 040.1 川田薬局 〒783-0011 088-864-2307川田　美代子 上田　成子 平13.11.21 薬局
     南薬40 南国市後免町１－７－８ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平25.11.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  204044 042.7 リード薬局 〒783-0007 088-878-2700株式会社　リード薬局森本　留美 平14. 4. 1 薬局
     南薬42 南国市明見５３８－６ 常　勤:    3　代表取締役　淡路　 新規 現存
     (薬       3)英広 平26. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  205044 043.5 西田順天堂薬局　明見〒783-0007 088-880-6002有限会社　西田順天堂入交　由季 平14. 4.27 薬局
     南薬43 店 南国市明見字堀井甲５６６－１ 常　勤:    3薬局　代表取締役　西 新規 現存
     (薬       3)田　光宏 平26. 4.27
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  206044 045.0 西田調剤薬局 〒783-0004 088-863-0788有限会社　西田順天堂宅間　文 平16. 4.28 薬局
     南薬45 南国市大埇甲１７７２番地１ 常　勤:    1薬局　代表取締役　西 新規 現存
     (薬       1)田　光宏 平28. 4.28
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  207044 046.8 西田順天堂薬局　オオ〒783-0005 088-864-4110有限会社　西田順天堂松村　さゆり 平16. 4.28 薬局
     南薬46 ソネ店 南国市大埇乙１２５８－１ 常　勤:    3薬局　代表取締役　西 新規 現存
     (薬       3)田　光宏 平28. 4.28
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  208044 047.6 ハロー薬局こくぶ川店〒783-0042 088-804-5250有限会社　ファーメル井上　真理 平17. 3. 1 薬局
     南薬47 南国市岡豊町蒲原３９番１０ 常　勤:    2　代表取締役　平松　 新規 現存
     (薬       2)久嗣 平29. 3. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
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  209044 048.4 四国調剤薬局　南国店〒783-0004 088-878-2080株式会社　四国調剤　金田　貴子 平17. 5. 1 薬局
     南薬48 南国市大埇甲１２１０番地３ 常　勤:    1代表取締役　濵田　嘉 新規 現存
     (薬       1)則 平29. 5. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  210044 049.2 西田順天堂薬局　東店〒783-0004 088-804-6331有限会社　西田順天堂中平　千津子 平18. 8. 1 薬局
     南薬49 南国市大埇甲７５９－３ 常　勤:    1薬局　代表取締役　西 新規 現存
     (薬       1)田　光宏 平24. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  211044 050.0 十市薬局 〒783-0085 088-865-0943土居　澄子 土居　澄子 平19. 8.24 薬局
     南薬50 南国市十市１９６５ 常　勤:    1 交代 休止
     (薬       1) 平25. 8.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  212044 051.8 リード薬局　バイパス〒783-0007 088-878-6400株式会社　リード薬局安藤　和也 平19.12. 1 薬局
     南薬51 店 南国市明見８００－２ 常　勤:    1　代表取締役　淡路　 新規 現存
     (薬       1)英広 平25.12. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  213044 053.4 西田順天堂薬局　中町〒783-0002 088-878-6105有限会社　西田順天堂松山　三香 平20. 9. 1 薬局
     南薬53 店 南国市駅前町３丁目１－３９ 常　勤:    1薬局　代表取締役　西 新規 現存
     (薬       1)田　光宏 平26. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  214044 054.2 きしもと薬局　十市店〒783-0085 088-865-2055濵田　道弘 山本　ちさと 平22. 1. 1 薬局
     南薬54 南国市十市２６８１番 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  215044 055.9 おこう薬局 〒783-0043 088-878-5556有限会社　アプローズ李　紀恵（星山紀恵）平22. 3. 1 薬局
     南薬55 南国市岡豊町小蓮３９０－３ 常　勤:    2　代表取締役　平松　 移動 現存
     (薬       2)久嗣 平28. 3. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  216044 057.5 ＩＭＣ　なんこく薬局〒783-0006 088-855-6300株式会社　アイ・エム中村　英輔 平23.10. 1 薬局
     南薬57 南国市篠原１５３－６ 常　勤:    1・シー　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       1)宮本　桂次 平29.10. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  217044 058.3 くろしお薬局　十市店〒783-0086 088-865-6462株式会社　くろしお薬橋田　佳恵 平24. 1. 1 薬局
     南薬58 南国市緑ケ丘２－１７１４ 常　勤:    3局　代表取締役　黒岩 移動 現存
     (薬       3)　猛 平30. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  218044 059.1 四国調剤薬局　しのは〒783-0006 088-855-3181株式会社　四国調剤　佐竹　幸世 平24.12. 1 薬局
     南薬59 ら店 南国市篠原１８８７番地３ 常　勤:    1代表取締役　濵田　嘉 新規 現存
     (薬       1)則 平24.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  219044 060.9 そうごう薬局　後免町〒783-0011 088-880-6101総合メディカル　株式殿井　泰敏 平25. 4. 1 薬局
     南薬60 店 南国市後免町１丁目８－３５ 常　勤:    1会社　代表取締役　坂 新規 現存
     (薬       1)本　賢治 平25. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  220044 061.7 エール薬局医大前店 〒783-0043 088-855-6444株式会社　Ｙｅｌｌ　平田　龍司 平25. 9. 1 薬局
     南薬61 南国市岡豊町小蓮１１７４－５ 常　勤:    9Ｐｈａｒｍａｃｙ　代 新規 現存
     (薬       9)表取締役　平松　久嗣 平25. 9. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  221044 063.3 らいむ薬局 〒783-0006 088-856-8007株式会社　メディコ　今井　淳 平27.12. 1調剤 薬局
     南薬63 南国市篠原１６２－４ 常　勤:    1代表取締役　門田　裕 新規 現存
     (薬       1)水 平27.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  222044 065.8 りょうせき薬局 〒783-0056 088-862-0128株式会社　トレール　山崎　桂一 平28. 4. 1調剤 薬局
     南薬65 南国市領石１８番地５ 常　勤:    1代表取締役　山崎　桂 新規 現存
     (薬       1)一 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  223044 066.6 フォレスト調剤薬局南〒783-0092 088-821-7611株式会社フォレスト調山下　みさ 平30. 3. 1調剤 薬局
     南薬66 国日章店 南国市田村乙２０４０－３ 常　勤:    1剤高知　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)瀨沼　憲司 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  224044 067.4 ブルークロス調剤薬局〒783-0006 088-863-7510有限会社　ブルークロ岡崎　友美 平30. 5. 7調剤 薬局
     南薬67 南国店 南国市篠原１２９－１ 常　勤:    1ス　代表取締役　池沢 移動 現存
     (薬       1)　幸郎 平30. 5. 7
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  225044 068.2 高知調剤薬局おおそね〒783-0004 088-821-7266高知調剤株式会社　代池上　公一 平30. 5. 1調剤 薬局
     南薬68 店 南国市大埇甲１４５３ 常　勤:    1表取締役　佐竹　晃典 新規 現存
     (薬       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  226054 017.6 有藤薬局 〒781-1161 088-856-0147有藤　栄子 有藤　栄子 昭45. 3. 1 薬局
     佐薬17 土佐市宇佐町宇佐４６７－２ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  227054 024.2 マツオカ薬局 〒781-1161 088-856-1124松岡　芙記 松岡　芙記 平 6. 8. 1 薬局
     佐薬24 土佐市宇佐町宇佐１１４３－２ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  228054 029.1 堅田薬局　高岡店 〒781-1101 088-852-4066堅田　和男 堅田　敏美 平10. 4. 1 薬局
     佐薬29 土佐市高岡町中町甲２１０６番地常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  229054 033.3 有限会社　サンファー〒781-1161 088-850-3510有限会社　サンファー大﨑　美穂子 平11. 9. 1 薬局
     佐薬33 マシー　宇佐薬局 土佐市宇佐町宇佐西松岡４５５－常　勤:    2マシー　代表取締役　 新規 現存
     １ (薬       2)大﨑　守 平29. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  230054 041.6 とさ薬局 〒781-1101 088-850-2200合資会社　ヒューマン井上　恵美子 平17. 8.29 薬局
     佐薬41 土佐市高岡町甲１８９４－２８ 常　勤:    2　代表者　井上　理 移動 現存
     (薬       2) 平29. 8.29
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  231054 042.4 とさ薬局　西店 〒781-1105 088-850-2559合資会社　ヒューマン森田　邦生 平18. 4. 1 薬局
     佐薬42 土佐市蓮池１０４１－１ 常　勤:    1　代表者　井上　理 新規 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  232054 044.0 よこまち薬局 〒781-1101 088-852-7172株式会社　ニアファー須田　健一 平19.10. 1 薬局
     佐薬44 土佐市高岡町甲１８９４－１０ 常　勤:    3マシー　代表取締役　 その他 現存
     (薬       3)近岡　浩史 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  233054 045.7 変電所通薬局 〒781-1101 088-852-7070株式会社　エムドラッ濵田　英加 平20. 2. 1 薬局
     佐薬45 土佐市高岡町甲９１９－５ 常　勤:    2グ　代表取締役社長　 新規 現存
     (薬       2)森岡　淳一郎 平26. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  234054 046.5 グリーン薬局 〒781-1101 088-828-5566雪峰　大 雪峰　大 平21. 4. 1 薬局
     佐薬46 土佐市高岡町甲７５７－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  235054 047.3 たかおか薬局 〒781-1101 088-852-2240株式会社　あいファー青野　奈保子 平21. 9. 1 薬局
     佐薬47 土佐市高岡町甲２１９０番地１ 常　勤:    1マシー　代表取締役　 交代 現存
     (薬       1)青野　博 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  236054 048.1 蓮池薬局 〒781-1105 088-828-5055株式会社　エムドラッ三谷　佳代 平24. 4. 1 薬局
     佐薬48 土佐市蓮池１２０７－１ 常　勤:    2グ　代表取締役社長　 移動 現存
     (薬       2)森岡　淳一郎 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  237054 050.7 プラス薬局 〒781-1101 088-856-7005有限会社　利岡肥料店利岡　遼 平25. 1. 1 薬局
     佐薬50 土佐市高岡町字市場町甲２１５４常　勤:    3　代表取締役　利岡　 新規 現存
     －３７ (薬       3)満 平25. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  238054 051.5 ヱビス薬局 〒781-1101 088-852-0144田所　隆志 須田　美知代 平25. 6.26 薬局
     佐薬51 土佐市高岡町甲２１０９ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平25. 6.26
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  239054 053.1 エール薬局たかおか店〒781-1101 088-852-2202有限会社　ファーメル東條　信之 平27. 4. 1 薬局
     佐薬53 土佐市高岡町甲１８９３－１ 常　勤:    2　代表取締役　平松　 新規 現存
     (薬       2)久嗣 平27. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  240054 054.9 岡林薬局 〒781-1102 088-852-0656岡林　靜枝 岡林　靜枝 平28. 7.11調剤 薬局
     佐薬54 土佐市高岡町乙２１－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 7.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  241054 056.4 あすなろ薬局 〒781-1101 088-856-5799株式会社　ベルツリー鈴木　紳介 平29. 4. 1調剤 薬局
     佐薬56 土佐市高岡町甲２０４３－４ 常　勤:    2　代表取締役　鈴木　 組織変更 現存
     (薬       2)紳介 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  242064 012.5 クスリの田村 〒785-0003 0889-42-5245田村　彰規 田村　彰規 昭55. 5. 5 薬局
     須薬12 須崎市新町１丁目１－５ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平28. 5. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  243064 024.0 堅田薬局 〒785-0041 0889-42-7643堅田　和男 堅田　和男 平 7. 3. 1 薬局
     須薬24 須崎市西﨑町８番５２－１ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  244064 030.7 フロンティア薬局　須〒785-0014 0889-40-0325株式会社　フロンティ岡田　里佳 平14. 1. 1 薬局
     須薬30 崎店 須崎市横町８－１ 常　勤:    4ア　代表取締役　重森 新規 現存
     (薬       4)　裕之 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  245064 031.5 有限会社　メディファ〒785-0035 0889-42-1044有限会社　メディファ長山　泰 平14. 4.10 薬局
     須薬31 　長山薬局 須崎市大間東町１－８ 常　勤:    1　代表取締役　長山　 交代 現存
     (薬       1)竜也 平26. 4.10
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  246064 034.9 武政薬局 〒785-0013 0889-42-6600武政　邦夫 武政　邦夫 平14. 9. 2 薬局
     須薬34 須崎市西古市町５－３６ 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平26. 9. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  247064 035.6 有限会社　モリタ薬局〒785-0036 0889-42-4504有限会社　モリタ薬局森田　榮明 平15.10.14 薬局
     須薬35 須崎市緑町４－３１ 常　勤:    1　代表取締役　森田　 移動 現存
     (薬       1)栄明 平27.10.14
     非常勤:    4
     (薬       4)
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  248064 036.4 有限会社　めいわ薬局〒785-0036 0889-42-7885有限会社　めいわ薬局市川　千賀子 平16. 4. 1 薬局
     須薬36 須崎市緑町１－２１ 常　勤:    4　代表取締役　市川　 交代 現存
     (薬       4)千賀子 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  249064 039.8 有限会社　メディファ〒785-0036 0889-40-0377有限会社　メディファ長山　竜也 平22. 6. 1 薬局
     須薬39 長山薬局グリーンロー須崎市緑町５－３ 常　勤:    1　代表取締役　長山　 移動 現存
     ド店 (薬       1)竜也 平28. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  250064 040.6 カナザワ薬局 〒785-0005 0889-42-0053合同会社　天賜堂　代金澤　佐織 平23. 1. 1 薬局
     須薬40 須崎市東古市町３番２号 常　勤:    1表社員　金澤　彌三平 交代 現存
     (薬       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  251064 041.4 カナザワ薬局　緑町店〒785-0036 0889-43-0053合同会社　天賜堂　代金澤　彌三平 平23. 1. 1 薬局
     須薬41 須崎市緑町４－２７ 常　勤:    2表社員　金澤　彌三平 交代 現存
     (薬       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  252064 042.2 たきぐち薬局 〒785-0030 0889-42-5755株式会社　インフィニ岩本　洋子 平23. 3.22 薬局
     須薬42 須崎市多ノ郷甲５７５６番地 常　勤:    5ファーマ　代表取締役 新規 現存
     (薬       5)　瀧口　英寛 平29. 3.22
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  253064 043.0 有限会社　サンファー〒785-0037 0889-42-5228有限会社　サンファー石﨑　宏人 平23. 4. 1 薬局
     須薬43 マシー　なごみ薬局 須崎市赤崎町７番２１号 常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)大﨑　守 平29. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  254064 044.8 ハロー薬局すさき店 〒785-0008 0889-43-2002株式会社　Ｈｅｌｌｏ中村　嘉信 平23. 9. 1 薬局
     須薬44 須崎市中町１丁目３－４ 常　勤:    1　Ｐｈａｒｍａｃｙ　 組織変更 現存
     (薬       1)代表取締役　濵田　篤 平29. 9. 1
     非常勤:    2秀
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  255064 045.5 エール薬局須崎店 〒785-0014 0889-43-2011有限会社　アプローズ岡島　千紗 平24. 6. 1 薬局
     須薬45 須崎市横町８－５ 常　勤:    1　代表取締役　平松　 新規 現存
     (薬       1)久嗣 平30. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  256064 046.3 調剤薬局ツルハドラッ〒785-0059 0889-40-0268株式会社　ツルハ　代田中　章友 平27. 2. 1 薬局
     須薬46 グ須崎東店 須崎市桐間西１１０ 常　勤:    1表取締役社長　鶴羽　 新規 現存
     (薬       1)順 平27. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  257074 002.4 合資会社　木戸竹葉堂〒787-0021 0880-35-2012合資会社　木戸竹葉堂木戸　吉通 平 6.11. 4 薬局
     四万薬2 薬局 四万十市中村京町１丁目２番地 常　勤:    2薬局　代表者　木戸　 現存
     (薬       2)吉通 平24.11. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  258074 013.1 松本薬局 〒787-0025 0880-34-7144松本　幸一 松本　幸一 平11. 3. 8 薬局
     四万薬13 四万十市中村一条通３丁目１－１常　勤:    2 移動 現存
     ８ (薬       2) 平29. 3. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  259074 020.6 中西一貫堂薬局 〒787-0001 0880-35-2245中西　直 中西　美奈子 平 9. 8. 1 薬局
     四万薬20 四万十市中村本町３丁目４０ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  260074 023.0 すみれ薬局 〒787-0023 0880-34-4193株式会社　すみれ　代青木　利字 平14. 1. 1 薬局
     四万薬23 四万十市中村東町１－７９ 常　勤:    3表取締役　豊島　征吾 交代 現存
     (薬       3) 平26. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  261074 024.8 なかむら薬局 〒787-0025 0880-31-0838有限会社　橋詰調剤　森下　博夫 平14. 2. 1 薬局
     四万薬24 四万十市中村一条通３－２－２３常　勤:    1代表取締役　橋詰　誠 新規 現存
     (薬       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  262074 025.5 とんぼ薬局 〒787-0033 0880-35-1193株式会社　すみれ　代豊島　美喜 平14. 2. 1 薬局
     四万薬25 四万十市中村大橋通５－５１－２常　勤:    2表取締役　豊島　征吾 新規 現存
     (薬       2) 平26. 2. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  263074 028.9 いちご薬局 〒787-0029 0880-35-0093株式会社　すみれ　代小山　公子 平16. 4. 1 薬局
     四万薬28 四万十市中村小姓町７６ 常　勤:    1表取締役　豊島　征吾 新規 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  264074 029.7 具同調剤薬局 〒787-0051 0880-37-0808株式会社　エムドラッ安井　公美子 平18. 4. 1 薬局
     四万薬29 四万十市具同田黒２－１４９ 常　勤:    2グ　代表取締役社長　 新規 現存
     (薬       2)森岡　淳一郎 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  265074 030.5 プラム調剤薬局 〒787-0019 0880-37-3377沖　良子 沖　豊 平18. 4. 3 薬局
     四万薬30 四万十市具同６７７４－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 4. 3
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  266074 031.3 セイショー堂薬局 〒787-0010 0880-35-5570有限会社　たにがわ薬池本　恵子 平18. 5. 1 薬局
     四万薬31 四万十市古津賀四丁目６２番地 常　勤:    1局　代表取締役　谷川 新規 現存
     (薬       1)　新吾 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  267074 032.1 みくも薬局 〒787-0019 0880-31-1288有限会社　クライム　宮原　省也 平18. 8. 1 薬局
     四万薬32 四万十市具同３２２３－１ 常　勤:    1代表取締役　岡林　友 新規 現存
     (薬       1)一 平24. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  268074 033.9 具同なのはな薬局 〒787-0051 0880-37-0112川村　智津子 川村　智津子 平20. 9. 1 薬局
     四万薬33 四万十市具同田黒２丁目１２－４常　勤:    1 移動 現存
     ８ (薬       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  269074 034.7 しまんと薬局 〒787-0033 0880-34-5520合資会社　ヒューマン井上　理 平20. 9. 1 薬局
     四万薬34 四万十市中村大橋通６丁目３－７常　勤:    1　代表者　井上　理 新規 現存
     (薬       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  270074 035.4 ときわ薬局 〒787-0014 0880-31-0621西本　節子 西本　節子 平21.12. 1 薬局
     四万薬35 四万十市駅前町８－１２ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平27.12. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  271074 036.2 にしとさ薬局 〒787-1603 0880-52-1188株式会社　エムワイエ金谷　章彦 平24. 5. 1 薬局
     四万薬36 四万十市西土佐用井１１１０－２常　勤:    1ス　代表取締役　松田 新規 現存
     ８ (薬       1)　吉史 平30. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  272074 037.0 四国調剤　四万十薬局〒787-0050 0880-34-8622株式会社　四国調剤　大原　良博 平28. 4. 1調剤 薬局
     四万薬37 四万十市渡川１丁目２番５１号 常　勤:    3代表取締役　濵田　嘉 新規 現存
     (薬       3)則 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  273074 038.8 メディカル薬局　渡川〒787-0019 0880-34-8851メディカル調剤株式会八木　康行 平29. 2. 1調剤 薬局
     四万薬38 店 四万十市具同２０７５－２ 常　勤:    1社　代表取締役　佐竹 新規 休止
     (薬       1)　晃典 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  274074 039.6 メディカル薬局　うや〒787-0015 0880-34-8861メディカル調剤株式会八木　康行 平29. 4. 1調剤 薬局
     四万薬39 ま店 四万十市右山１９７３番地５ 常　勤:    1社　代表取締役　佐竹 新規 現存
     (薬       1)　晃典 平29. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  275074 040.4 いわせ薬局 〒787-0013 0880-34-3663株式会社みのり　代表岩瀬　惠美 平29.12. 1調剤 薬局
     四万薬40 四万十市右山天神町９－２８ 常　勤:    2取締役　岩瀬　裕紀 新規 現存
     (薬       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  276074 041.2 メディカル薬局　一条〒787-0025 0880-34-8721メディカル調剤株式会今城　真美 平30. 3. 1調剤 薬局
     四万薬41 通店 四万十市中村一条通５丁目９番１常　勤:    1社　代表取締役　佐竹 新規 現存
     号 (薬       1)　晃典 平30. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  277084 005.5 かわなみ薬局 〒787-0331 0880-82-4375川並　久美 川並　久美 平 5. 9. 9 薬局
     清薬5 土佐清水市越前町４－７ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29. 9. 9
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  278084 007.1 しみず薬局 〒787-0331 0880-82-1005有限会社　橋詰調剤　橋詰　誠 平10.10. 1 薬局
     清薬7 土佐清水市越前町５－１ 常　勤:    2代表取締役　橋詰　誠 新規 現存
     (薬       2) 平28.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  279084 011.3 有限会社　下元調剤　〒787-0306 0880-82-4193有限会社　下元調剤　下元　大助 平11. 9. 1 薬局
     清薬11 下元調剤薬局　清水店土佐清水市幸町４－１ニューヴァ常　勤:    2代表取締役　下元　大 組織変更 現存
     レーマンション１Ｆ (薬       2)助 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  280084 012.1 有限会社　たにがわ薬〒787-0306 0880-82-3763有限会社　たにがわ薬谷川　浩子 平12.11. 1 薬局
     清薬12 局 土佐清水市幸町４－２４ 常　勤:    1局　代表取締役　谷川 交代 現存
     (薬       1)　新吾 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  281084 014.7 Ｏ‐Ｆｏｒｃｅ合同会〒787-0331 0880-87-9870Ｏ‐Ｆｏｒｃｅ合同会西村　慎一 平30. 2. 1調剤 薬局
     清薬14 社　みなみかぜ薬局 土佐清水市越前町５番２３号２ 常　勤:    1社　代表社員　秋澤　 新規 現存
     (薬       1)俊史 平30. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  282094 005.3 なおみ薬局 〒788-0001 0880-63-1587宮尾　直美 宮尾　直美 昭51.12. 1 薬局
     宿薬5 宿毛市中央３丁目６－１７ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  283094 007.9 大井田薬局 〒788-0001 0880-63-3249大井田　一郎 大井田　一郎 昭55. 8.30 薬局
     宿薬7 宿毛市中央１丁目５番１８号 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平28. 8.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  284094 015.2 有限会社　木下薬局 〒788-0003 0880-63-2508有限会社　木下薬局　木下　真也 平12. 7. 1 薬局
     宿薬15 宿毛市幸町４－３６ 常　勤:    1代表取締役　木下　真 組織変更 現存
     (薬       1)也 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  285094 017.8 すみれ薬局　宿毛店 〒788-0010 0880-62-0093株式会社　すみれ　代古居　正通 平14. 1. 1 薬局
     宿薬17 宿毛市駅前町２－７０４ 常　勤:    4表取締役　豊島　征吾 交代 現存
     (薬       4) 平26. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
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  286094 020.2 さわやか薬局 〒788-0783 0880-62-2988有限会社　さわやか薬下元　さやか 平15. 4. 1 薬局
     宿薬20 宿毛市平田町戸内１７４７番地 常　勤:    1局　取締役　下元　さ 新規 現存
     (薬       1)やか 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  287094 022.8 吉村調剤薬局 〒788-0001 0880-63-0469吉村調剤薬局有限会社野並　真紀 平15.10. 1 薬局
     宿薬22 宿毛市中央３－８－２５ 常　勤:    1　取締役　吉村　すみ 交代 現存
     (薬       1)代 平27.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  288094 025.1 けんみん薬局 〒788-0785 0880-66-2710株式会社　エムワイエ水蘆　暢浩 平23. 5. 1 薬局
     宿薬25 宿毛市山奈町芳奈３－１８ 常　勤:    2ス　代表取締役　松田 新規 現存
     (薬       2)　吉史 平29. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  289094 027.7 すみれ薬局　けんみん〒788-0783 0880-62-2244株式会社　すみれ　代尾﨑　未季 平23. 5. 1 薬局
     宿薬27 前店 宿毛市平田町戸内２０８５－４ 常　勤:    2表取締役　豊島　征吾 新規 現存
     (薬       2) 平29. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  290094 028.5 エール薬局幡多店 〒788-0783 0880-62-2333株式会社　Ｈｅｌｌｏ東野　純一 平25.11. 1 薬局
     宿薬28 宿毛市平田町戸内２１０６－８ 常　勤:    3　Ｐｈａｒｍａｃｙ　 新規 現存
     (薬       3)代表取締役　濵田　篤 平25.11. 1
     非常勤:    2秀
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  291094 029.3 あおぞら薬局 〒788-0783 0880-62-2700有限会社　あおぞら薬岡田　慎一 平25.12.23 薬局
     宿薬29 宿毛市平田町戸内１８９８－１ 常　勤:    1局　代表取締役　岡田 移動 現存
     (薬       1)　慎一 平25.12.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  292094 030.1 すくも薬局 〒788-0783 0880-62-2207合資会社　ヒューマン頼田　真弥 平27.10. 5調剤 薬局
     宿薬30 宿毛市平田町戸内１２５５－２ 常　勤:    1　代表者　井上　理 移動 現存
     (薬       1) 平27.10. 5
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  293094 031.9 まつむら薬局 〒788-0011 0880-63-4453エムズ合同会社　代表松村　啓二 平28. 2. 1調剤 薬局
     宿薬31 宿毛市宿毛１３１５番地６ 常　勤:    1社員　松村　啓二 組織変更 現存
     (薬       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  294094 032.7 アイ薬局 〒788-0000 0880-63-1080エムズ合同会社　代表松村　喜美子 平28. 2. 1調剤 薬局
     宿薬32 宿毛市宿毛５４９２－２ 常　勤:    2社員　松村　啓二 新規 現存
     (薬       2) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  295104 005.1 株式会社　ファムコ　〒781-5232 0887-56-4448株式会社　ファムコ　森岡　孝宣 平11. 4. 1 薬局
     香南薬5 ファムコやまもも薬局香南市野市町西野１９００－５ 常　勤:    1代表取締役　森岡　孝 現存
     (薬       1)宣 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  296104 006.9 パルス薬局 〒781-5232 0887-57-5210西　学 西　学 平12. 3. 1 薬局
     香南薬6 香南市野市町西野２６３７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  297104 008.5 のいち駅前薬局 〒781-5232 0887-57-5231有限会社　ブルークロ寺内　美晴 平13.11. 1 薬局
     香南薬8 香南市野市町西野５８７－２０ 常　勤:    1ス　代表取締役　池沢 新規 現存
     (薬       1)　幸郎 平25.11. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  298104 010.1 西田順天堂薬局　野市〒781-5232 0887-57-5281有限会社　西田順天堂矢野　美紀 平17. 5. 9 薬局
     香南薬10 店 香南市野市町西野１９４４－１ 常　勤:    1薬局　代表取締役　西 新規 現存
     (薬       1)田　光宏 平29. 5. 9
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  299104 013.5 わかば薬局 〒781-5232 0887-56-3858大槻　多嘉子 大槻　多嘉子 平23. 1.11 薬局
     香南薬13 香南市野市町西野２３４５－７ 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平29. 1.11
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  300104 014.3 高知調剤薬局　やす店〒781-5601 0887-55-5670高知調剤株式会社　代尾関　晃 平26. 4. 1 薬局
     香南薬14 香南市夜須町坪井２５－３ 常　勤:    1表取締役　佐竹　晃典 新規 現存
     (薬       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  301104 015.0 四国調剤　山北薬局 〒781-5453 0887-52-8200株式会社　あさひ　代吉田　剛 平28. 2. 1調剤 薬局
     香南薬15 香南市香我美町山北１３０５－２常　勤:    1表取締役　森本　和憲 新規 現存
     (薬       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  302104 016.8 アルファ薬局　香南店〒781-5310 0887-52-8117株式会社　アルファ　黒岩　充伸 平28. 3. 1調剤 薬局
     香南薬16 香南市赤岡町２０６７－１ 常　勤:    1代表取締役　濵田　嘉 新規 現存
     (薬       1)則 平28. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  303104 018.4 のいちご薬局 〒781-5213 0887-57-7037株式会社　四国調剤　稲本　悠 平29. 3. 1調剤 薬局
     香南薬18 香南市野市町東野３５４番地１６常　勤:    4代表取締役　濵田　嘉 新規 現存
     (薬       4)則 平29. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  304114 001.8 神母ノ木薬局 〒782-0009 0887-52-0919大石　和代 大石　和代 昭57. 5. 1 薬局
     香美薬1 香美市土佐山田町神母ノ木３３５常　勤:    2 現存
     番地１ (薬       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  305114 006.7 有限会社　ジィアイシ〒782-0032 0887-53-3910有限会社　ジィアイシ山野　勝弥 平10. 1.16 薬局
     香美薬6 ー　やいろ薬局 香美市土佐山田町西本町５丁目３常　勤:    2ー　代表取締役　山野 新規 現存
     －１ (薬       2)　勝弥 平28. 1.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  306114 007.5 有限会社　あい薬局　〒782-0035 0887-57-0357有限会社　あい薬局　杉本　美和 平11. 4. 1 薬局
     香美薬7 あい薬局 香美市土佐山田町百石町１丁目９常　勤:    2代表取締役　杉本　雄 新規 現存
     －６ (薬       2)一 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  307114 008.3 薬局清流 〒782-0051 0887-57-0501有限会社　ナオキ　代濱田　賢邦 平11.12. 1 薬局
     香美薬8 香美市土佐山田町楠目３９－１ 常　勤:    1表取締役　濱田　朱美 新規 現存
     (薬       1) 平29.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  308114 009.1 ベル薬局　山田店 〒782-0033 0887-57-0133有限会社　ベル企画　宮地　克彦 平12. 6. 1 薬局
     香美薬9 香美市土佐山田町旭町５丁目３－常　勤:    1代表取締役　中平　真 新規 現存
     １１ (薬       1)理子 平30. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
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  309114 010.9 四国調剤　あさひ薬局〒782-0031 0887-53-2070株式会社　あさひ　代檀上　裕文 平13. 1. 1 薬局
     香美薬10 香美市土佐山田町東本町４丁目１常　勤:    1表取締役　森本　和憲 組織変更 現存
     －３６ (薬       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  310114 011.7 四国調剤　あさひ薬局〒782-0031 0887-57-0020株式会社　あさひ　代福永　高志 平15. 2. 1 薬局
     香美薬11 ２号店 香美市土佐山田町東本町２丁目２常　勤:    1表取締役　森本　和憲 新規 現存
     －４１ (薬       1) 平27. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  311114 012.5 さわ薬局 〒782-0039 0887-53-4579澤　廣志 澤　文子 平16. 9. 1 薬局
     香美薬12 香美市土佐山田町栄町２２２　バ常　勤:    1 新規 現存
     リュー・ノア店内 (薬       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  312114 015.8 あい薬局びらふ 〒781-4212 0887-59-2220有限会社　あい薬局　杉本　優里 平18. 5. 1 薬局
     香美薬15 香美市香北町美良布１５３４番３常　勤:    1代表取締役　杉本　雄 新規 現存
     (薬       1)一 平30. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  313114 017.4 大町薬局 〒782-0031 0887-53-4454大町　計子 大町　計子 平18.10. 1 薬局
     香美薬17 香美市土佐山田町東本町３丁目１常　勤:    1 新規 現存
     －３８ (薬       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  314114 019.0 こばな薬局 〒782-0035 0887-53-4191小花　清史 小花　清史 平26.12. 9 薬局
     香美薬19 香美市土佐山田町百石町１－６－常　勤:    2 交代 現存
     １４ (薬       2) 平26.12. 9
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  315114 020.8 ブルークロス　さくら〒782-0047 0887-52-8078有限会社　ブルークロ小松　豊和 平28. 3.10調剤 薬局
     香美薬20 薬局 香美市土佐山田町１１７－２２ 常　勤:    1ス　代表取締役　池澤 新規 現存
     (薬       1)　幸郎 平28. 3.10
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  316114 021.6 むこせ薬局 〒782-0032 0887-53-5628濵田　道弘 窪内　真理子 平28. 4. 1調剤 薬局
     香美薬21 香美市土佐山田町西本町２丁目３常　勤:    1 新規 現存
     番６号 (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
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  317114 022.4 ドラッグセイムス土佐〒782-0034 0887-52-8818株式会社　西日本セイ増子　旭 平29. 3. 1調剤 薬局
     香美薬22 山田薬局 香美市土佐山田町宝町５丁目１番常　勤:    2ムス　代表取締役　田 新規 現存
     ３６号 (薬       2)中　幸三 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  318204 021.7 はまゆう薬局 〒781-6410 0887-38-2151高知調剤株式会社　代德久　正和 平 7.11. 1 薬局
     安薬21 安芸郡田野町１８１０－２ 常　勤:    1表取締役　佐竹　晃典 新規 現存
     (薬       1) 平28.11. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  319204 025.8 なぎさ薬局 〒781-6410 0887-32-1265高知調剤株式会社　代友道　浩之 平12.10. 2 薬局
     安薬25 安芸郡田野町１８７４－１ 常　勤:    1表取締役　佐竹　晃典 新規 現存
     (薬       1) 平24.10. 2
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  320204 026.6 元氣堂調剤薬局　なは〒781-6402 0887-32-1988有限会社　元氣堂調剤志村　孝明 平12.11. 1 薬局
     安薬26 り店 安芸郡奈半利町乙３７１１－１２常　勤:    3薬局　代表取締役　志 新規 現存
     (薬       3)村　孝明 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  321204 027.4 元氣堂調剤薬局　やす〒781-6421 0887-32-1117有限会社　元気堂調剤田村　誠人 平13. 8. 1 薬局
     安薬27 だ店 安芸郡安田町安田１７２３ 常　勤:    1薬局　代表取締役　志 新規 現存
     (薬       1)村　孝明 平25. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  322204 028.2 いちまる薬局 〒781-6421 050-3633-1089小松　一 小松　一 平14. 4. 1 薬局
     安薬28 安芸郡安田町大字安田１６９０－常　勤:    1 新規 現存
     ２ (薬       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  323204 032.4 德永薬局 〒781-6402 0887-38-4105徳永　操 徳永　操 平20. 2. 1 薬局
     安薬32 安芸郡奈半利町乙１６７８ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  324204 033.2 らいおん堂薬局　甲浦〒781-7411 0887-24-3011有限会社　山川ライオ淺間　由子 平21. 5. 1 薬局
     安薬33 店 安芸郡東洋町甲浦５４１ 常　勤:    2ン堂薬局　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　山川　美幸 平27. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
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  325204 035.7 芸西薬局 〒781-5701 0887-33-3444株式会社　メディコ　田中　博昭 平24.12. 1 薬局
     安薬35 安芸郡芸西村和食甲１５１３－１常　勤:    2代表取締役　門田　裕 移動 現存
     (薬       2)水 平24.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  326204 036.5 東山薬局 〒781-6402 0887-38-5911株式会社　東山薬局　東山　理 平26. 1. 1 薬局
     安薬36 安芸郡奈半利町乙１２８１番地２常　勤:    1代表取締役　東山　太 組織変更 現存
     (薬       1)輔　東山　理 平26. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  327204 037.3 東山薬局　西店 〒781-6402 0887-38-7301株式会社　東山薬局　東山　沙矢 平26. 1. 1 薬局
     安薬37 安芸郡奈半利町乙１６２７番地１常　勤:    1代表取締役　東山　太 組織変更 現存
     (薬       1)輔　東山　理 平26. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  328204 038.1 もも薬局 〒781-6421 0887-30-1239株式会社　Ｍ＆Ｔ　代岡﨑　百代 平26. 4. 1 薬局
     安薬38 安芸郡安田町安田１７５１ 常　勤:    1表取締役　岡﨑　武 新規 現存
     (薬       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  329204 039.9 ライオン薬局　わじき〒781-5701 0887-33-3824株式会社　ライオンの柳井　ゆかり 平27.12. 1調剤 薬局
     安薬39 店 安芸郡芸西村和食甲４６８３ 常　勤:    1くすりやさん　代表取 新規 現存
     (薬       1)締役　山川　佳佑 平27.12. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  330204 040.7 調剤薬局ツルハドラッ〒781-6410 0887-38-3268株式会社ツルハ　代表岸野　一石 平30. 5. 1調剤 薬局
     安薬40 グ田野店 安芸郡田野町１７９５－１ 常　勤:    1取締役社長　鶴羽　順 新規 現存
     (薬       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  331224 010.6 有限会社　吉村薬局　〒781-3601 0887-76-4372有限会社　吉村薬局　吉村　栄吉 平 6.12. 1 薬局
     長薬10 ヨシムラ薬局バイパス長岡郡本山町本山５７９－１ 常　勤:    2代表取締役　吉村　栄 新規 現存
     店 (薬       2)吉 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  332224 012.2 エール薬局れいほく店〒781-3601 0887-70-2320株式会社　Ｙｅｌｌ　筒井　美和 平21. 1. 1 薬局
     長薬12 長岡郡本山町本山５８０－１ 常　勤:    3Ｐｈａｒｍａｃｙ　Ｇ 新規 現存
     (薬       3)ｒｏｕｐ　代表取締役 平27. 1. 1
     非常勤:    1　平松　久嗣
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  333234 008.8 高知調剤薬局　田井店〒781-3521 0887-82-2720高知調剤株式会社　代本池　英三 平20. 4. 1 薬局
     土薬8 土佐郡土佐町田井１４８９－１ 常　勤:    1表取締役　佐竹　晃典 新規 現存
     (薬       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  334234 009.6 エール薬局さめうら店〒781-3521 0887-70-1500株式会社　Ｙｅｌｌ　圖師　清二 平25. 2. 1 薬局
     土薬9 土佐郡土佐町田井１３７２－５ 常　勤:    3Ｐｈａｒｍａｃｙ　代 組織変更 現存
     (薬       3)表取締役　平松　久嗣 平25. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  335244 014.4 枝川薬局 〒781-2120 088-893-0088松岡　昭代 松岡　昭代 昭53. 7. 1 薬局
     吾薬14 吾川郡いの町枝川１１３７－４８常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  336244 020.1 かたおか薬局 〒781-2120 088-893-3925片岡　久美子 片岡　久美子 平 4.10. 1 薬局
     吾薬20 吾川郡いの町枝川２２７２－１４常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  337244 024.3 伊野ひこばえ薬局 〒781-2110 088-892-4957有限会社　ひこばえ薬小松　眞美 平11. 3. 1 薬局
     吾薬24 吾川郡いの町１１８８　サニーマ常　勤:    1品　代表取締役　辻　 新規 現存
     ート伊野店内 (薬       1)博史 平29. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  338244 026.8 有限会社　クライム　〒781-2110 088-892-6900有限会社　クライム　猪井　裕子 平11. 4. 1 薬局
     吾薬26 いの薬局 吾川郡いの町１３６８－１ 常　勤:    3代表取締役　岡林　友 新規 現存
     (薬       3)一 平29. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  339244 027.6 みなみ薬局 〒781-2123 088-850-1001有限会社　ファイン　濱田　雅代 平11. 9. 1 薬局
     吾薬27 吾川郡いの町天王南１丁目５－４常　勤:    1代表取締役　濱田　雅 新規 現存
     (薬       1)代 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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  340244 029.2 ベル薬局　伊野店 〒781-2100 088-850-4133有限会社　ベル企画　大久保　紗世子 平15. 9. 7 薬局
     吾薬29 吾川郡いの町１３２８－７ 常　勤:    1代表取締役　中平　真 移動 現存
     (薬       1)理子 平27. 9. 7
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  341244 030.0 ブルークロス天神薬局〒781-2104 088-850-4649有限会社　ブルークロ阿野田　成美 平15.11. 1 薬局
     吾薬30 吾川郡いの町藤町２０ 常　勤:    1ス　代表取締役　池沢 新規 現存
     (薬       1)　幸郎 平27.11. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  342244 032.6 ローズ薬局 〒781-2105 088-850-4485竹井　優子 竹井　優子 平19. 1. 1 薬局
     吾薬32 吾川郡いの町新町３６ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  343244 034.2 ブルークロスえだがわ〒781-2100 088-879-9888有限会社　ブルークロ小幡　佑子 平21. 4. 1 薬局
     吾薬34 薬局 吾川郡いの町２０５番地 常　勤:    1ス　代表取締役　池沢 新規 現存
     (薬       1)　幸郎 平27. 4. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  344244 035.9 波川薬局 〒781-2128 088-892-3800有限会社　竹内神生舘竹内　一郎 平21.12. 1 薬局
     吾薬35 吾川郡いの町波川５６６－５ 常　勤:    1グループ　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　竹内　一郎 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  345244 036.7 病院通薬局　いの店 〒781-2105 088-893-4900有限会社　クリス・プ和田　由女 平22. 4. 1 薬局
     吾薬36 吾川郡いの町新町２６番地サミッ常　勤:    1ロジェクト　代表取締 新規 現存
     トビル１Ｆ (薬       1)役　橋田　圭市 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  346244 039.1 のぞみ薬局 〒781-2105 088-892-6001株式会社　東山薬局　久保　鉄平 平26. 1. 1 薬局
     吾薬39 吾川郡いの町新町８８番地１ 常　勤:    1代表取締役　東山　太 組織変更 現存
     (薬       1)輔　東山　理 平26. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  347244 041.7 松田薬局 〒781-2110 088-892-1232株式会社　ヘルシーラ松田　知世 平26. 8.30 薬局
     吾薬41 吾川郡いの町３８０６－イ 常　勤:    3ンド　代表取締役　松 移動 現存
     (薬       3)田　光正 平26. 8.30
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  348244 042.5 花りん薬局 〒781-2122 088-855-7371株式会社　ドラッグフ渡邉　賢介 平27.12. 1調剤 薬局
     吾薬42 吾川郡いの町天王北３－２－１ 常　勤:    1ァーム　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)門田　幹夫 平27.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  349244 043.3 大崎薬局 〒781-1501 0889-20-2133株式会社　エムドラッ山口　稔子 平28. 9. 1調剤 薬局
     吾薬43 吾川郡仁淀川町大崎３６２－１ 常　勤:    1グ　代表取締役社長　 移動 現存
     (薬       1)森岡　淳一郎 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  350254 033.1 有限会社　武田金草堂〒786-0012 0880-22-3221有限会社　武田金草堂武田　悦子 平 8. 3.20 薬局
     高薬33 薬局 高岡郡四万十町北琴平町１－５ 常　勤:    3薬局　代表取締役　武 移動 現存
     (薬       3)田　忠 平29. 3.20
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  351254 035.6 有限会社　キグラ　セ〒781-1301 0889-26-0773有限会社　キグラ　代山本　安亀 平 8. 2. 1 薬局
     高薬35 ーフティカプセルネッ高岡郡越知町越知甲１９５４－７常　勤:    2表取締役　岡林　友一 組織変更 現存
     ト　キグラ薬局 (薬       2) 平29. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  352254 038.0 有限会社　キグラ　セ〒781-1301 0889-26-3103有限会社　キグラ　代門脇　宏史 平 8. 5. 1 薬局
     高薬38 ーフティカプセルネッ高岡郡越知町越知甲２１３０ 常　勤:    2表取締役　岡林　友一 新規 現存
     ト　サン薬局 (薬       2) 平29. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  353254 039.8 株式会社　調剤技術セ〒786-0002 0880-22-1000株式会社　調剤技術セ佐野　友之 平 8.11. 1 薬局
     高薬39 ンターくぼかわ　調剤高岡郡四万十町見付９２５－５ 常　勤:    5ンターくぼかわ　代表 新規 現存
     薬局技術センター (薬       5)取締役　武田　忠 平29.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  354254 047.1 有限会社　浜田薬局　〒781-1301 0889-26-1599有限会社　浜田薬局　濱田　寛二 平11. 7. 1 薬局
     高薬47 バイパス店 高岡郡越知町越知甲１６８２－５常　勤:    2代表取締役　浜田　寛 組織変更 現存
     (薬       2)二 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  355254 048.9 有限会社　美かど　み〒786-0007 0880-29-0133有限会社　美かど　代桑尾　美賀 平11.10. 1 薬局
     高薬48 かど薬局 高岡郡四万十町古市町６３－１ 常　勤:    2表取締役　竹村　研一 新規 現存
     (薬       2) 平29.10. 1
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  356254 049.7 有限会社　元氣堂調剤〒786-0002 0880-29-0225有限会社　元氣堂調剤池田　豊 平11.11. 1 薬局
     高薬49 薬局 高岡郡四万十町見付９０１ 常　勤:    1薬局　代表取締役　志 新規 現存
     (薬       1)村　孝明 平29.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  357254 052.1 くろしお薬局　佐川店〒789-1201 0889-20-0660株式会社　くろしお薬竹島　淳子 平12. 6. 1 薬局
     高薬52 高岡郡佐川町甲１３５６－３ 常　勤:    2局　代表取締役　黒岩 新規 現存
     (薬       2)　猛 平30. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  358254 053.9 高北薬局 〒789-1200 0889-20-0116有限会社　ブルークロ藤村　仁志 平12.10. 1 薬局
     高薬53 高岡郡佐川町甲１６９１－５ 常　勤:    1ス　代表取締役　池沢 新規 現存
     (薬       1)　幸郎 平24.10. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  359254 055.4 竹内神生舘薬局　こう〒789-1201 0889-20-0340有限会社　竹内神生舘竹内　真也 平12.11. 1 薬局
     高薬55 ほく店 高岡郡佐川町甲１６７０ 常　勤:    1グループ　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　竹内　一郎 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  360254 056.2 あおば薬局 〒789-1202 0889-20-0071有限会社　クライム　渡辺　明宏 平13. 3. 1 薬局
     高薬56 高岡郡佐川町乙１７６６－１ 常　勤:    1代表取締役　岡林　友 新規 現存
     (薬       1)一 平25. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  361254 057.0 有限会社　薬研　ほり〒781-2153 0889-20-1577有限会社　薬研　代表堀岡　広稔 平13. 4. 1 薬局
     高薬57 おか薬局東店 高岡郡日高村本郷２４－１ 常　勤:    2取締役　堀岡　広稔 新規 現存
     (薬       2) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  362254 058.8 たけうち調剤薬局 〒789-1201 0889-22-1013有限会社　竹内神生館西本　正 平13. 5.16 薬局
     高薬58 高岡郡佐川町甲１０５２－５ 常　勤:    2グループ　代表取締役 交代 現存
     (薬       2)　竹内　一郎 平25. 5.16
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  363254 063.8 佐川高知薬局 〒789-1202 0889-22-4523小林　幸夫 小林　幸夫 平15. 7. 1 薬局
     高薬63 高岡郡佐川町乙１８７０－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平27. 7. 1
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  364254 064.6 たいしょう薬局 〒786-0301 0880-29-4080野村　泰之 野村　泰之 平17. 4. 1 薬局
     高薬64 高岡郡四万十町大正４７０番地１常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  365254 068.7 とおわ薬局 〒786-0511 0880-29-1155株式会社　エムワイエ松田　庄司 平21. 4. 1 薬局
     高薬68 高岡郡四万十町昭和４７２番地３常　勤:    1ス　代表取締役　松田 新規 現存
     (薬       1)　吉史 平27. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  366254 069.5 金澤薬局 〒789-1301 0889-52-2435合同会社　喜洋堂　代金澤　史佳 平21.12. 1 薬局
     高薬69 高岡郡中土佐町久礼６４４４－４常　勤:    2表社員　金澤　史佳 交代 現存
     (薬       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  367254 070.3 合同会社　遠江堂武田〒786-0007 0880-22-4364合同会社　遠江堂武田武田　天良 平22.11. 1 薬局
     高薬70 薬局 高岡郡四万十町古市町１１３－４常　勤:    1薬局　代表社員　武田 交代 現存
     (薬       1)　天良 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  368254 071.1 あい薬局 〒785-0612 0889-40-2131ＥーＮＡＫＡ　株式会西村　景介 平23. 5. 1 薬局
     高薬71 高岡郡梼原町川西路２３０７－２常　勤:    1社　代表取締役　西村 交代 現存
     (薬       1)　景介 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  369254 072.9 クオール薬局　杉ノ川〒785-0214 0889-56-3189クオール株式会社　代平田　智也 平24. 7. 1 薬局
     高薬72 店 高岡郡津野町杉ノ川甲３８－３ 常　勤:    1表取締役　中村　敬 新規 現存
     (薬       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  370254 073.7 クオール薬局　姫野々〒785-0202 0889-55-3089クオール株式会社　代西　直史 平25. 3. 1 薬局
     高薬73 店 高岡郡津野町姫野々４７３－１ 常　勤:    1表取締役　中村　敬 新規 現存
     (薬       1) 平25. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  371254 074.5 ゆすはら薬局 〒785-0612 0889-40-2155株式会社　エムワイエ土屋　聡史 平25. 9. 1 薬局
     高薬74 高岡郡檮原町川西路２３０８ 常　勤:    1ス　代表取締役　松田 新規 現存
     (薬       1)　吉史 平25. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  372254 075.2 しのはら薬局　高北店〒789-1201 0889-20-0711株式会社　しのはら　田村　律子 平28. 4. 1調剤 薬局
     高薬75 高岡郡佐川町甲１６８５番地 常　勤:    1代表取締役　篠原　ひ 新規 現存
     (薬       1)ろみ 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  373254 076.0 くれ薬局 〒789-1301 0889-52-4797有限会社　クライム　粂田　滋 平30. 3. 1調剤 薬局
     高薬76 高岡郡中土佐町久礼６６１１－４常　勤:    2代表取締役　岡林　友 移動 現存
     (薬       2)一 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  374264 004.0 さわやか薬局　出口店〒789-1934 0880-31-3911有限会社　さわやか薬小林　明日香 平17.10. 1 薬局
     幡薬4 幡多郡黒潮町出口１０４０ 常　勤:    1局　取締役　下元　さ 新規 現存
     (薬       1)やか 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  375264 006.5 おおつき薬局 〒788-0311 0880-73-1500株式会社　エムワイエ河内　千代 平19. 7. 1 薬局
     幡薬6 幡多郡大月町鉾土３５番地１ 常　勤:    3ス　代表取締役　松田 新規 現存
     (薬       3)　吉史 平25. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  376264 007.3 エール薬局おおつき店〒788-0311 0880-62-4193株式会社　Ｙｅｌｌ　宮本　章平 平28. 7. 1調剤 薬局
     幡薬7 幡多郡大月町鉾土３４－３ 常　勤:    1Ｐｈａｒｍａｃｙ　Ｇ 新規 現存
     (薬       1)ｒｏｕｐ　代表取締役 平28. 7. 1
     非常勤:    3　平松　久嗣
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  377264 008.1 さが薬局 〒789-1720 0880-55-3888株式会社エムワイエス間壁　泰典 平28.10. 1調剤 薬局
     幡薬8 幡多郡黒潮町佐賀７０１－２ 常　勤:    1　代表取締役　松田　 新規 現存
     (薬       1)吉史 平28.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


