
届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日    1

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101-4036-7 有限会社　ヒエ薬局 〒760-0049 （調基１）第91号          平成28年 4月 1日
     高薬36 高松市八坂町１番地６ （１７５）第298号         平成14年 4月 1日
     087-821-4024  (087-821-4024)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-4075-5 有限会社　寅野薬局 〒761-0104 （調基１）第131号         平成28年 4月 1日
     高薬75 高松市高松町２５８８番地 （か薬）第244号           平成28年 4月 1日
     087-841-9214  (087-841-9700) （在薬）第94号            平成 6年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301-4082-1 有限会社　南天堂薬局〒760-0047 （調基１）第1号           平成28年 4月 1日
     高薬82 高松市塩屋町６番地４ （調）第113号             平成28年 7月 1日
     087-821-8486  (087-851-8711) （後発調１）第422号       平成28年 6月 1日
     （か薬）第245号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第57号            平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401-4100-1 有限会社　丸福薬局 〒760-0077 （調基１）第2号           平成28年 4月 1日
     高薬100 高松市上福岡町１２０９番地３ （在薬）第58号            平成 6年11月 1日
     087-861-5506  (087-861-5508)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501-4119-1 有限会社　中央堂薬局〒760-0054 （調基１）第3号           平成28年 4月 1日
     高薬119 高松市常磐町１丁目１０番地１ （在薬）第60号            平成 6年11月 1日
     087-831-5243  (087-835-3705)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601-4121-7 有限会社　大西薬局 〒760-0018 （調基１）第4号           平成28年 4月 1日
     高薬121 高松市天神前５番２４号 （か薬）第323号           平成28年12月 1日
     087-831-3467  (087-837-2610) （在薬）第157号           平成 9年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701-4134-0 株式会社　中山スズラ〒760-0011 （調基１）第92号          平成28年 4月 1日
     高薬134 ン堂薬局　浜ノ町店 高松市浜ノ町１２番１号 （後発調２）第346号       平成28年10月 1日
     087-821-2447  (087-823-6929) （在薬）第279号           平成13年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801-4165-4 有限会社　稲本薬局 〒761-8064 （調基１）第5号           平成28年 4月 1日
     高薬165 高松市上之町二丁目１５番３４号 （在薬）第62号            平成 6年11月 1日
     087-865-4540  (087-865-8516)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901-4173-8 有限会社　小判屋薬局〒761-0442 （調基１）第132号         平成28年 4月 1日
     高薬173 高松市川島本町１９６番地
     087-848-0010  (087-848-1847)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001-4217-3 三野薬局 〒761-0113 （調基１）第6号           平成28年 4月 1日
     高薬217 高松市屋島西町２４７９番地１５ （在薬）第4号             平成 6年10月 1日
     087-841-3560  (087-841-0781)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101-4229-8 吉原薬局 〒760-0066 （調基１）第7号           平成28年 4月 1日
     高薬229 高松市福岡町二丁目２４番３０号
     087-822-9677  (087-822-9677)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日    2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1201-4233-0 有限会社　橋本薬局 〒761-8084 （調基１）第8号           平成28年 4月 1日
     高薬233 高松市一宮町４５０番地１ （後発調１）第428号       平成28年 7月 1日
     087-886-7274  (087-886-3165) （か薬）第246号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第65号            平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301-4235-5 有限会社　久間薬局 〒761-8044 （調基１）第9号           平成28年 4月 1日
     高薬235 高松市円座町１２６２番地１ （調）第140号             平成29年 1月 1日
     087-886-0241  (087-885-6605) （後発調２）第212号       平成28年 4月 1日
     （か薬）第96号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第98号            平成 6年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401-4248-8 中嶋Ｂ調剤薬局 〒760-0052 （調基１）第134号         平成28年 4月 1日
     高薬248 高松市瓦町二丁目６番２１号 （在薬）第67号            平成 6年11月 1日
     087-834-5818  (087-837-8303)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501-4249-6 岡本調剤薬局 〒761-8047 （調基１）第133号         平成28年 4月 1日
     高薬249 高松市岡本町１７０９番地 （調）第185号             平成29年 7月 1日
     087-886-5660  (087-885-3260) （後発調１）第423号       平成28年 6月 1日
     （か薬）第1号             平成28年 4月 1日
     （在薬）第5号             平成 6年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601-4252-0 有限会社　 上薬局　〒760-0078 （調基１）第10号          平成28年 4月 1日
     高薬252 今里店 高松市今里町二丁目１３番地８ （調）第54号              平成28年 4月 1日
     087-831-9998  (087-834-6093) （後発調２）第315号       平成28年 6月 1日
     （薬菌）第16号            平成28年12月 1日
     （在調）第57号            平成27年 2月 1日
     （か薬）第50号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第109号           平成 7年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701-4254-6 ＮＰ香西調剤薬局 〒761-8014 （調基１）第135号         平成28年 4月 1日
     高薬254 高松市香西南町５１２番地１０ （調）第2号               平成28年 4月 1日
     087-881-3223  (087-882-9817) （後発調２）第213号       平成28年 4月 1日
     （在調）第109号           平成28年 8月 1日
     （か薬）第23号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第101号           平成 7年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801-4255-3 マルキ薬局 〒760-0073 （調基１）第11号          平成28年 4月 1日
     高薬255 高松市栗林町ニ丁目１７番２０号
     087-831-5025  (087-831-5024)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901-4269-4 元木薬局　太田店 〒761-8074 （調基１）第136号         平成28年 4月 1日
     高薬269 高松市太田上町７７９番地４ （後発調１）第455号       平成28年 9月 1日
     087-867-2049  (087-865-3989) （在薬）第122号           平成 7年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日    3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2001-4278-5 有限会社　ライム調剤〒761-8013 （調基１）第12号          平成28年 4月 1日
     高薬278 薬局 高松市香西東町３２６番地１ （調）第61号              平成28年 4月 1日
     087-881-4111  (087-881-4222) （在調）第1号             平成24年 4月 1日
     （か薬）第3号             平成28年 4月 1日
     （在薬）第7号             平成 6年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101-4280-1 有限会社　木田薬局　〒761-8044 （調基１）第13号          平成28年 4月 1日
     高薬280 東店 高松市円座町９５５番地３　太山 （か薬）第277号           平成28年 5月23日
     ビル１Ｆ （在薬）第383号           平成15年 4月 1日
     087-886-6101  (087-886-6215)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201-4283-5 ドラッグ　フジサワ薬〒760-0053 （調基１）第14号          平成28年 4月 1日
     高薬283 局 高松市田町４番地１８玉木ハイツ （後発調１）第259号       平成28年 4月 1日
     １階
     087-837-0155  (087-837-0220)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301-4287-6 有限会社　サン調剤薬〒761-0322 （調基１）第15号          平成28年 4月 1日
     高薬287 局 高松市前田東町７４３番地１０ （在薬）第184号           平成11年 8月 1日
     087-847-3677  (087-847-3686)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401-4296-7 小判屋薬局　川添店 〒761-0312 （調基１）第16号          平成28年 4月 1日
     高薬296 高松市東山崎町１６７番地
     087-847-8830  (087-847-3441)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501-4298-3 上之町調剤薬局 〒761-8064 （調基１）第137号         平成28年 4月 1日
     高薬298 高松市上之町一丁目３番４０号 （後発調１）第260号       平成28年 4月 1日
     087-868-7747  (087-868-7772)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601-4299-1 株式会社　三河薬品　〒760-0080 （調基１）第17号          平成28年 4月 1日
     高薬299 ミカワ調剤薬局ＤＲＵ高松市木太町１３２５番地１ （在薬）第409号           平成16年 2月 1日
     Ｇミカワ木太店 087-868-2131  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701-4301-5 レモン調剤薬局 〒760-0062 （調基１）第18号          平成28年 4月 1日
     高薬301 高松市塩上町７番地１ （後発調２）第214号       平成28年 4月 1日
     087-861-3800  (087-861-3800) （在薬）第129号           平成 8年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801-4304-9 株式会社　松本大薬房〒760-0046 （調基１）第138号         平成28年 4月 1日
     高薬304 薬局　松本薬局 高松市通町５番地１ （在薬）第604号           平成22年 9月 1日
     087-851-3210  (087-822-9683)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901-4309-8 有限会社　アインス　〒761-0301 （調基１）第19号          平成28年 4月 1日
     高薬309 林町薬局 高松市林町１５８８番地１ （調）第62号              平成28年 4月 1日
     087-868-6030  (087-868-6030) （後発調２）第215号       平成28年 4月 1日
     （薬菌）第21号            平成29年 2月 1日
     （在調）第71号            平成27年 8月 1日
     （か薬）第24号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第204号           平成11年11月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日    4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3001-4311-4 杉本薬局 〒761-8002 （調基１）第20号          平成28年 4月 1日
     高薬311 高松市生島町４６２番地３ （在薬）第153号           平成 9年10月 1日
     087-882-1305  (087-882-1406)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3101-4317-1 ハート調剤薬局　三谷〒761-0450 （調基１）第22号          平成28年 4月 1日
     高薬317 店 高松市三谷町１６９７番地１５ （後発調１）第402号       平成28年 5月 1日
     087-889-4133  (087-889-6224) （か薬）第376号           平成29年 7月 1日
     （在薬）第711号           平成25年10月18日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201-4318-9 久間薬局　多肥店 〒761-8075 （調基１）第23号          平成28年 4月 1日
     高薬318 高松市多肥下町４６０番地１ （調）第84号              平成28年 4月 1日
     087-866-5550  (087-866-5526) （後発調２）第216号       平成28年 4月 1日
     （在調）第122号           平成29年 1月 1日
     （か薬）第247号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第423号           平成16年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3301-4320-5 トモエ薬局「栗林」 〒760-0073 （調基１）第24号          平成28年 4月 1日
     高薬320 高松市栗林町二丁目２０番２号 （か薬）第5号             平成28年 4月 1日
     087-831-5805  (087-831-5806) （在薬）第349号           平成14年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401-4324-7 株式会社　三河薬品　〒760-0071 （調基１）第25号          平成28年 4月 1日
     高薬324 ミカワ調剤薬局　藤塚高松市藤塚町一丁目１６番３１号 （１７５）第301号         平成14年 4月 1日
     店 087-831-2237  (087-831-2237) （在薬）第411号           平成16年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3501-4326-2 エース調剤薬局 〒761-8041 （調基１）第26号          平成28年 4月 1日
     高薬326 高松市檀紙町１５３３番地１ （調）第184号             平成29年 7月 1日
     087-885-3544  (087-885-3897) （後発調１）第424号       平成28年 6月 1日
     （在調）第2号             平成24年 4月 1日
     （か薬）第381号           平成29年 7月 1日
     （在薬）第426号           平成16年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601-4329-6 ＮＰ三谷調剤薬局 〒761-0450 （調基３）第1号           平成28年 4月 1日
     高薬329 高松市三谷町９０番地３ （後発調１）第403号       平成28年 5月 1日
     087-888-3450  (087-888-3457) （在薬）第174号           平成10年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701-4331-2 ＮＰやしま調剤薬局 〒761-0104 （調基１）第139号         平成28年 4月 1日
     高薬331 高松市高松町２３１１番地 （調）第3号               平成28年 4月 1日
     087-841-0088  (087-841-0035) （後発調１）第261号       平成28年 4月 1日
     （在調）第3号             平成24年 4月 1日
     （か薬）第97号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第175号           平成10年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801-4337-9 松原調剤薬局 〒761-8012 （調基１）第27号          平成28年 4月 1日
     高薬337 高松市香西本町９０番地１ （在薬）第530号           平成20年 3月 1日
     087-870-5365  (087-870-5367)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日    5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3901-4338-7 株式会社　三河薬品　〒760-0073 （調基１）第28号          平成28年 4月 1日
     高薬338 ミカワ調剤薬局　栗林高松市栗林町二丁目１９番２２号 （在薬）第412号           平成16年 2月 1日
     店 087-861-1172  (087-861-1172)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001-4342-9 さくら調剤薬局　医大〒761-0322 （調基１）第29号          平成28年 4月 1日
     高薬342 前店 高松市前田東町５３８番地２ （在薬）第202号           平成11年 1月 1日
     087-847-9220  (087-847-4754)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101-4343-7 さくら調剤薬局　伏石〒760-0079 （調基１）第30号          平成28年 4月 1日
     高薬343 店 高松市松縄町１１４３番地２５ （後発調１）第262号       平成28年 4月 1日
     087-865-1973  (087-865-1973) （後発調２）第296号       平成28年 5月 1日
     （か薬）第360号           平成29年 6月 1日
     （在薬）第339号           平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4201-4347-8 ＮＰ花の宮調剤薬局 〒761-8063 （調基１）第140号         平成28年 4月 1日
     高薬347 高松市花ノ宮町ニ丁目１１番５号 （後発調１）第431号       平成28年 7月 1日
     山一ビル１階 （か薬）第321号           平成28年11月 1日
     087-869-8050  (087-869-8051) （在薬）第207号           平成11年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301-4353-6 かに調剤薬局　本店 〒761-8012 （調基１）第31号          平成28年 4月 1日
     高薬353 高松市香西本町２５６番地５ （調）第114号             平成28年 8月 1日
     087-832-8660  (087-832-8665) （後発調１）第263号       平成28年 4月 1日
     （か薬）第211号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第234号           平成12年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401-4354-4 かに調剤薬局　川部店〒761-8046 （調基１）第32号          平成28年 4月 1日
     高薬354 高松市川部町１４６９番地４ （後発調１）第264号       平成28年 4月 1日
     087-864-7883  (087-864-7882) （か薬）第212号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第235号           平成12年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501-4355-1 中央通り薬局 〒761-8012 （調基１）第33号          平成28年 4月 1日
     高薬355 高松市香西本町１５０番地９ （か薬）第51号            平成28年 4月 1日
     087-870-5678  (087-870-5677) （在薬）第236号           平成12年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601-4363-5 かに調剤薬局　一宮店〒761-8084 （調基１）第34号          平成28年 4月 1日
     高薬363 高松市一宮町１４５番地３ （か薬）第213号           平成28年 4月 1日
     087-864-8738  (087-864-8739) （在薬）第248号           平成12年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4701-4364-3 香川県薬剤師会営薬局〒760-0018 （調基１）第141号         平成28年 4月 1日
     高薬364 　県庁前 高松市天神前５番１１ （調）第85号              平成28年 5月 1日
     087-832-7805  (087-833-2132) （後発調１）第493号       平成29年 5月 1日
     （薬菌）第25号            平成29年 5月 1日
     （か薬）第6号             平成28年 4月 1日
     （在薬）第324号           平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日    6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4801-4366-8 有限会社　細川薬局 〒760-0052 （調基１）第35号          平成28年 4月 1日
     高薬366 高松市瓦町二丁目７番地１９
     087-831-2321  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4901-4367-6 オリーブ調剤薬局　仏〒761-8078 （調基１）第36号          平成28年 4月 1日
     高薬367 生山店 高松市仏生山町甲８３３番地５ （在薬）第271号           平成13年 2月 1日
     087-840-1091  (087-840-1092)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001-4368-4 アルファ調剤薬局 〒760-0055 （調基１）第37号          平成28年 4月 1日
     高薬368 高松市観光通１丁目５番地８シャ （後発調２）第365号       平成29年 2月 1日
     ンブルＮＪＫ１階 （在薬）第280号           平成13年 5月 1日
     087-812-5770  (087-812-5788)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101-4373-4 イナモト薬局　花園店〒760-0071 （調基１）第38号          平成28年 4月 1日
     高薬373 高松市藤塚町３丁目５番２４号　 （在薬）第291号           平成13年 7月 1日
     アビテ藤塚１Ｆ
     087-833-4519  (087-831-2681)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5201-4380-9 さくら調剤薬局　寺井〒761-8085 （調基２）第1号           平成28年 4月 1日
     高薬380 店 高松市寺井町９２５番地７ （後発調２）第217号       平成28年 4月 1日
     087-885-9585  (087-885-9585) （か薬）第361号           平成29年 6月 1日
     （在薬）第303号           平成13年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5301-4385-8 虹調剤薬局　レインボ〒761-8075 （調基１）第39号          平成28年 4月 1日
     高薬385 ー通り店 高松市多肥下町１５４９番地１３ （調）第55号              平成28年 4月 1日
     087-815-3173  (087-815-3174) （後発調１）第266号       平成28年 4月 1日
     （在調）第79号            平成28年 4月 1日
     （か薬）第208号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第315号           平成14年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401-4386-6 まなべ調剤薬局 〒761-0443 （調基１）第40号          平成28年 4月 1日
     高薬386 高松市川島東町５１８番地６ （後発調２）第218号       平成28年 4月 1日
     087-840-3212  (087-840-3213) （か薬）第7号             平成28年 4月 1日
     （在薬）第316号           平成14年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5501-4387-4 フロンティア薬局　木〒760-0080 （調基３）第2号           平成28年 4月 1日
     高薬387 太町店 高松市木太町３８３３番地１ （後発調２）第219号       平成28年 4月 1日
     087-815-2131  (087-815-2132) （か薬）第354号           平成29年 6月 1日
     （在薬）第317号           平成14年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5601-4388-2 フロンティア薬局　番〒760-0017 （調基１）第41号          平成28年 4月 1日
     高薬388 町店 高松市番町２丁目５番８号 （在薬）第318号           平成14年 1月 1日
     087-811-3655  (087-811-3656)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5701-4391-6 有限会社　岩野薬局 〒760-0005 （調基１）第142号         平成28年 4月 1日
     高薬391 高松市宮脇町１丁目３３番１３号 （在薬）第320号           平成14年 2月 1日
     087-831-6429  (087-831-6433)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日    7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   5801-4394-0 ＮＰきれと調剤薬局 〒761-0442 （調基１）第42号          平成28年 4月 1日
     高薬394 高松市川島本町２７６番地４ （調）第156号             平成29年 4月 1日
     087-848-9160  (087-848-9165) （後発調２）第220号       平成28年 4月 1日
     （在調）第4号             平成24年 4月 1日
     （か薬）第316号           平成28年10月 1日
     （在薬）第326号           平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5901-4402-1 株式会社三河薬品　ミ〒761-8083 （調基１）第43号          平成28年 4月 1日
     高薬402 カワ調剤薬局　空港通高松市三名町３８１番地５ （在薬）第364号           平成14年 9月 1日
     り三名店 087-864-7588  (087-864-7588)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6001-4403-9 かすが調剤薬局 〒761-0101 （調基１）第143号         平成28年 4月 1日
     高薬403 高松市春日町４６６番地７ （後発調２）第362号       平成29年 1月 1日
     087-844-8336  (087-844-8337) （在薬）第369号           平成14年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6101-4407-0 めぐみの薬局 〒761-8077 （調基１）第44号          平成28年 4月 1日
     高薬407 高松市出作町２０５番地１ （後発調１）第475号       平成29年 1月 1日
     087-889-6870  (087-889-6871) （在薬）第374号           平成14年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6201-4408-8 そうごう薬局　番町店〒760-0017 （調基３）第3号           平成28年 4月 1日
     高薬408 高松市番町二丁目６番２６号 （か薬）第290号           平成28年 7月 1日
     087-821-1381  (087-821-1382) （在薬）第384号           平成15年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6301-4409-6 本町通り調剤薬局 〒761-8012 （調基１）第45号          平成28年 4月 1日
     高薬409 高松市香西本町１１５番地４ （調）第148号             平成29年 3月 1日
     087-832-8201  (087-832-8202) （後発調２）第221号       平成28年 4月 1日
     （か薬）第28号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第377号           平成15年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6401-4411-2 有限会社すみれ漢方施〒760-0017 （調基１）第144号         平成28年 4月 1日
     高薬411 薬院薬局 高松市番町一丁目９番４号 （か薬）第249号           平成28年 5月 1日
     087-851-2366  (087-851-5226) （在薬）第380号           平成15年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6501-4412-0 ダイヤ薬局　花園店 〒760-0063 （調基１）第145号         平成28年 4月 1日
     高薬412 高松市多賀町二丁目１５番２１号 （調）第4号               平成28年 4月 1日
     大同ビル１階 （後発調１）第268号       平成28年 4月 1日
     087-832-0710  (087-837-0701) （後発調２）第341号       平成28年 9月 1日
     （在調）第49号            平成26年 9月 1日
     （か薬）第86号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第385号           平成15年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6601-4418-7 有限会社　すずらん調〒760-0052 （調基１）第46号          平成28年 4月 1日
     高薬418 剤薬局 高松市瓦町二丁目２番地１６ （在薬）第398号           平成15年 8月 1日
     087-861-0501  (087-861-0555)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日    8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   6701-4419-5 レデイ太田調剤薬局 〒761-8073 （調基１）第47号          平成28年 4月 1日
     高薬419 高松市太田下町３００７番地３ （後発調１）第477号       平成29年 1月 1日
     087-815-2552  (087-815-2662) （在調）第52号            平成26年11月 1日
     （在薬）第402号           平成15年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6801-4421-1 かもめ調剤薬局 〒761-0312 （調基１）第48号          平成28年 4月 1日
     高薬421 高松市東山崎町１６５番地１３ （後発調１）第429号       平成28年 7月 1日
     087-847-7188  (087-847-7810) （か薬）第336号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第405号           平成15年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6901-4422-9 まりも調剤薬局 〒761-0312 （調基１）第49号          平成28年 4月 1日
     高薬422 高松市東山崎町９０番地７ （調）第135号             平成29年 1月 1日
     087-847-1590  (087-847-1591) （後発調２）第316号       平成28年 6月 1日
     （か薬）第327号           平成29年 1月 1日
     （在薬）第407号           平成15年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7001-4423-7 六条調剤薬局 〒761-0303 （調基１）第50号          平成28年 4月 1日
     高薬423 高松市六条町１６６番地　サウス （後発調２）第317号       平成28年 6月 1日
     プラザ六条１Ｆ （か薬）第377号           平成29年 7月 1日
     087-840-7011  (087-840-7033) （在薬）第408号           平成15年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7101-4424-5 リツリン薬局 〒760-0073 （調基１）第51号          平成28年 4月 1日
     高薬424 高松市栗林町三丁目５番２号 （在薬）第410号           平成16年 2月 1日
     087-831-3260  (087-835-0983)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7201-4427-8 コスモ調剤薬局　レイ〒761-8076 （調基１）第52号          平成28年 4月 1日
     高薬427 ンボーロード店 高松市多肥上町字日暮１３４２番 （調）第122号             平成28年 9月 1日
     地９ （後発調２）第222号       平成28年 4月 1日
     087-866-0400  (087-866-7477) （在調）第114号           平成28年 9月 1日
     （か薬）第291号           平成28年 7月 1日
     （在薬）第418号           平成16年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7301-4430-2 そうごう薬局　高松メ〒760-0018 （調基３）第4号           平成28年 4月 1日
     高薬430 ディカルモール店 高松市天神前５番６号　高松メデ （後発調１）第271号       平成28年 4月 1日
     ィカルモール１Ｆ （在薬）第438号           平成16年10月 1日
     087-832-5661  (087-832-5662)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7401-4431-0 あすなろ調剤薬局 〒761-8053 （調基１）第146号         平成28年 4月 1日
     高薬431 高松市西ハゼ町３５番地 （後発調１）第404号       平成28年 5月 1日
     087-864-3367  (087-864-3368) （か薬）第29号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第441号           平成16年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7501-4433-6 みやび調剤薬局 〒761-8024 （調基１）第53号          平成28年 4月 1日
     高薬433 高松市鬼無町藤井３９３番地１ （後発調１）第405号       平成28年 5月 1日
     087-832-8571  (087-832-8569) （か薬）第87号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第447号           平成17年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日    9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   7601-4434-4 ＮＰ高松西調剤薬局 〒761-8024 （調基１）第147号         平成28年 4月 1日
     高薬434 高松市鬼無町藤井４４７番地１ （調）第5号               平成28年 4月 1日
     087-842-7077  (087-842-7078) （在調）第103号           平成28年 7月 1日
     （か薬）第88号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第449号           平成17年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7701-4435-1 ＮＰトマト薬局 〒760-0005 （調基１）第149号         平成28年 4月 1日
     高薬435 高松市宮脇町二丁目２２番７号 （調）第123号             平成28年 9月 1日
     087-842-1920  (087-842-1925) （後発調１）第484号       平成29年 2月 1日
     （在調）第118号           平成28年11月 1日
     （か薬）第89号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第450号           平成17年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7801-4436-9 ひな薬局 〒761-0102 （調基１）第150号         平成28年 4月 1日
     高薬436 高松市新田町甲１７５６番地３ （在薬）第451号           平成17年 6月 1日
     087-844-2822  (087-844-2833)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7901-4439-3 有限会社　友愛薬局　〒760-0079 （調基１）第54号          平成28年 4月 1日
     高薬439 レインボー通り店 高松市松縄町１１４０番地１ （後発調１）第485号       平成29年 2月 1日
     087-869-0120  (087-869-0130) （か薬）第251号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第456号           平成17年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8001-4443-5 三友調剤薬局　八幡 〒760-0005 （調基１）第55号          平成28年 4月 1日
     高薬443 高松市宮脇町一丁目３１番１０号
     　富田ビル１階
     087-862-3003  (087-862-6655)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8101-4444-3 スター薬局　木太店 〒760-0080 （調基１）第56号          平成28年 4月 1日
     高薬444 高松市木太町５５１番地１０ （後発調１）第272号       平成28年 4月 1日
     087-868-1981  (087-868-1982) （か薬）第224号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第463号           平成17年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8201-4447-6 ツヤマ薬局　医大前店〒761-0322 （調基１）第148号         平成28年 4月 1日
     高薬447 高松市前田東町５６３番地１４ （後発調１）第494号       平成29年 7月 1日
     087-847-3945  (087-847-3940) （か薬）第310号           平成28年 9月 1日
     （在薬）第478号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8301-4451-8 きむら調剤薬局 〒761-0130 （調基１）第58号          平成28年 4月 1日
     高薬451 高松市庵治町６２０番地２ （後発調１）第425号       平成28年 6月 1日
     087-870-3100  (087-870-3101) （か薬）第252号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第168号           平成10年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8401-4452-6 古立薬局 〒761-0121 （調基１）第59号          平成28年 4月 1日
     高薬452 高松市牟礼町牟礼２２１０番地２
     087-845-9151  (087-845-9151)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日   10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   8501-4458-3 ＮＰ浅野調剤薬局 〒761-1703 （調基特１）第2号         平成29年 4月 1日
     高薬458 高松市香川町浅野１３６番地 （調）第157号             平成29年 4月 1日
     087-888-5232  (087-888-5235) （後発調２）第223号       平成28年 4月 1日
     （か薬）第225号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第172号           平成10年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8601-4459-1 コスモ調剤薬局　大野〒761-1701 （調基１）第60号          平成28年 4月 1日
     高薬459 店 高松市香川町大野１０９４番地１ （調）第6号               平成28年 4月 1日
     087-886-0007  (087-886-8881) （後発調２）第224号       平成28年 4月 1日
     （在調）第44号            平成26年 8月 1日
     （か薬）第156号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第346号           平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8701-4461-7 たんぽぽ薬局　香川中〒761-1703 （調基１）第61号          平成28年 4月 1日
     高薬461 央店 高松市香川町浅野１２６１番地１ （調）第7号               平成28年 4月 1日
     ５ （在調）第53号            平成26年11月 1日
     087-815-8193  (087-879-1593) （か薬）第167号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第466号           平成17年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8801-4464-1 薬局グローバ 〒761-1705 （在薬）第355号           平成14年 6月 1日
     高薬464 高松市香川町川東下９３５番地１
     087-815-8125  (087-815-8127)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8901-4465-8 ファルマ調剤薬局　大〒761-1701 （調基１）第63号          平成28年 4月 1日
     高薬465 野店 高松市香川町大野１３２６番地１ （後発調２）第360号       平成29年 1月 1日
     087-885-7770  (087-885-7778) （か薬）第342号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第401号           平成15年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9001-4467-4 株式会社　三河薬品　〒769-0101 （調基１）第65号          平成28年 4月 1日
     高薬467 ミカワ調剤薬局　国分高松市国分寺町新居１２９０番地 （か薬）第307号           平成28年 8月 1日
     寺役場前店 １ （在薬）第259号           平成12年 8月 1日
     087-875-2077  (087-875-2077)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9101-4468-2 ウルス調剤薬局「国分〒769-0103 （調基１）第151号         平成28年 4月 1日
     高薬468 寺」 高松市国分寺町福家甲３１７４番 （後発調１）第492号       平成29年 5月 1日
     地１ （か薬）第98号            平成28年 4月 1日
     087-864-9177  (087-864-9310) （在薬）第260号           平成12年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9201-4469-0 国分調剤薬局 〒769-0102 （調基１）第66号          平成28年 4月 1日
     高薬469 高松市国分寺町国分８５４番地４ （在薬）第263号           平成12年 9月 1日
     087-864-9150  (087-864-9152)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日   11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   9301-4471-6 えむ調剤薬局 〒769-0101 （調基１）第67号          平成28年 4月 1日
     高薬471 高松市国分寺町新居１３５９番地 （調）第56号              平成28年 4月 1日
     ４ （後発調２）第349号       平成28年11月 1日
     087-875-9272  (087-875-9271) （薬菌）第7号             平成28年 3月 1日
     （在調）第32号            平成26年 1月 1日
     （か薬）第99号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第277号           平成13年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9401-4472-4 株式会社　三河薬品　〒769-0101 （調基１）第68号          平成28年 4月 1日
     高薬472 ミカワ調剤薬局　国分高松市国分寺町新居３３９９番地 （後発調２）第395号       平成29年 6月 1日
     寺新居旧国道店 ２ （在薬）第389号           平成15年 4月 1日
     087-870-6002  (087-870-6002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9501-4475-7 アップル薬局 〒761-0123 （調基１）第69号          平成28年 4月 1日
     高薬475 高松市牟礼町原１１９０番地１１ （後発調１）第275号       平成28年 4月 1日
     087-818-9080  (087-818-9083) （後発調２）第298号       平成28年 5月 1日
     （在薬）第797号           平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9601-4479-9 有限会社　 上薬局　〒760-0007 （調基１）第70号          平成28年 4月 1日
     高薬479 高松店 高松市中央町１番２６号　藤沢ビ （調）第8号               平成28年 4月 1日
     ル１階 （後発調２）第299号       平成28年 5月 1日
     087-835-0706  (087-835-0706) （薬菌）第18号            平成28年12月 1日
     （在調）第56号            平成27年 1月 1日
     （か薬）第131号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第497号           平成18年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9701-4480-7 株式会社三河薬品ミカ〒761-8057 （調基１）第71号          平成28年 4月 1日
     高薬480 ワ調剤薬局　田村町た高松市田村町８８３番地６ （在薬）第498号           平成19年 1月 1日
     まも園前店 087-815-1714  (087-815-1714)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9801-4482-3 スター薬局　レインボ〒761-8075 （調基１）第72号          平成28年 4月 1日
     高薬482 ー店 高松市多肥下町１５５６番地１３ （後発調１）第406号       平成28年 5月 1日
     087-866-1193  (087-866-1189) （在薬）第501号           平成19年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9901-4485-6 ラポー薬局 〒761-8074 （調基１）第73号          平成28年 4月 1日
     高薬485 高松市太田上町４２０番地１ （調）第64号              平成28年 4月 1日
     087-869-7420  (087-869-7421) （後発調２）第227号       平成28年 4月 1日
     （薬菌）第22号            平成29年 2月 1日
     （在調）第45号            平成26年 8月 1日
     （か薬）第30号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第507号           平成19年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10001-4486-4 ＮＰゆら調剤薬局 〒761-0303 （調基３）第6号           平成28年 4月 1日
     高薬486 高松市六条町６０５番地１ （後発調２）第228号       平成28年 4月 1日
     087-868-8822  (087-868-8885) （か薬）第132号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第508号           平成19年 6月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日   12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  10101-4487-2 ひな薬局　十川店 〒761-0433 （調基１）第82号          平成28年 4月 1日
     高薬487 高松市十川西町字西下３６７番地 （在薬）第509号           平成19年 6月 1日
     ７
     087-848-3315  (087-848-3316)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10201-4491-4 康楽薬局 〒761-8071 （調基１）第74号          平成28年 4月 1日
     高薬491 高松市伏石町２０５０番地１　 （か薬）第10号            平成28年 4月 1日
     087-867-9047  (087-867-9050) （在薬）第522号           平成19年 9月10日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10301-4493-0 いきいき薬局 〒761-8032 （調基１）第75号          平成28年 4月 1日
     高薬493 高松市鶴市町２０４７番地８ （か薬）第343号           平成29年 5月 1日
     087-816-7858  (087-816-7858) （在薬）第527号           平成19年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10401-4494-8 マロン調剤薬局 〒761-8082 （調基１）第76号          平成28年 4月 1日
     高薬494 高松市鹿角町２７１番地１ （後発調１）第277号       平成28年 4月 1日
     087-816-4193  (087-816-4192) （在薬）第531号           平成20年 3月 3日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10501-4495-5 はる調剤薬局 〒761-8044 （調基１）第77号          平成28年 4月 1日
     高薬495 高松市円座町１５７５番地１ （調）第149号             平成29年 3月 1日
     087-816-8600  (087-816-8601) （後発調２）第353号       平成28年12月 1日
     （か薬）第318号           平成28年11月 1日
     （在薬）第533号           平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10601-4497-1 菊池寛通り調剤薬局 〒760-0050 （調基１）第152号         平成28年 4月 1日
     高薬497 高松市亀井町８番地２ （調）第72号              平成28年 4月 1日
     087-812-0567  (087-812-0566) （か薬）第210号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第544号           平成20年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10701-4498-9 イオン薬局高松店 〒761-8012 （調基１）第486号         平成29年 4月 1日
     高薬498 高松市香西本町１番１ （在薬）第705号           平成25年 9月 1日
     087-842-5628  (087-842-5632)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10801-4499-7 のの薬局 〒760-0002 （調基１）第153号         平成28年 4月 1日
     高薬499 高松市茜町３番１２号香西ビル１ （調）第57号              平成28年 4月 1日
     Ｆ （か薬）第100号           平成28年 4月 1日
     087-863-6370  (087-863-6371) （在薬）第548号           平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10901-4500-2 いちご調剤薬局 〒761-8073 （調基１）第78号          平成28年 4月 1日
     高薬500 高松市太田下町２４６３番地７ （調）第138号             平成29年 1月 1日
     087-868-1103  (087-868-1103) （後発調１）第278号       平成28年 4月 1日
     （か薬）第31号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第549号           平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11001-4501-0 株式会社　三河薬品　〒760-0013 （調基１）第79号          平成28年 4月 1日
     高薬501 ミカワ調剤薬局　扇町高松市扇町１丁目２８番２６号 （在薬）第553号           平成20年10月 1日
     １丁目店 087-811-1682  (087-811-1682)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日   13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  11101-4502-8 せぴあ調剤薬局 〒761-8063 （調基１）第154号         平成28年 4月 1日
     高薬502 高松市花ノ宮町１丁目５番３２号 （後発調１）第472号       平成29年 1月 1日
     087-816-8844  (087-816-8843) （在薬）第554号           平成20年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11201-4503-6 ＮＰ木太町調剤薬局 〒760-0080 （調基１）第80号          平成28年 4月 1日
     高薬503 高松市木太町４区２３２３番地１ （調）第143号             平成29年 2月 1日
     087-835-5118  (087-835-5228) （か薬）第253号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第555号           平成20年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11301-4504-4 有限会社　友愛薬局 〒760-0080 （調基１）第81号          平成28年 4月 1日
     高薬504 高松市木太町２０６１番地 （調）第9号               平成28年 4月 1日
     087-834-4020  (087-834-4035) （後発調１）第279号       平成28年 4月 1日
     （在調）第80号            平成28年 4月 1日
     （か薬）第32号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第559号           平成20年11月 4日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11401-4505-1 西岡薬局 〒761-8079 （調基１）第84号          平成28年 4月 1日
     高薬505 高松市仏生山町乙４５番地７ （在薬）第558号           平成20年11月 1日
     087-889-0047  (087-889-0047)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11501-4506-9 有限会社　正木薬局　〒761-0102 （調基１）第83号          平成28年 4月 1日
     高薬506 古高松南店 高松市新田町甲２６３４ー３ （後発調１）第459号       平成28年 9月 1日
     087-844-9494  (087-844-9499) （か薬）第344号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第561号           平成20年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11601-4507-7 ＮＰ高松築港調剤薬局〒760-0023 （調基１）第155号         平成28年 4月 1日
     高薬507 高松市寿町一丁目１番６号　白英 （在調）第117号           平成28年 9月 1日
     館１階 （在薬）第563号           平成21年 1月 1日
     087-811-3301  (087-811-3455)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11701-4508-5 ひな薬局春日店 〒761-0101 （調基１）第85号          平成28年 4月 1日
     高薬508 高松市春日町４４２ー６
     087-818-1556  (087-818-1557)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11801-4509-3 株式会社　三河薬品　〒761-0104 （調基１）第86号          平成28年 4月 1日
     高薬509 ミカワ調剤薬局　北バ高松市高松町３００６ー２３ （在薬）第567号           平成21年 5月 1日
     イパス屋島店 087-843-9245  (087-843-9245)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11901-4510-1 きむら調剤薬局　牟礼〒761-0121 （調基１）第87号          平成28年 4月 1日
     高薬510 店 高松市牟礼町牟礼２０９９番地２ （後発調１）第280号       平成28年 4月 1日
     087-818-7520  (087-818-7521) （在薬）第571号           平成21年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12001-4512-7 アイ・プラス調剤薬局〒761-1703 （調基１）第88号          平成28年 4月 1日
     高薬512 　浅野店 高松市香川町浅野１０３０ー７ （在薬）第575号           平成21年 9月 1日
     087-813-5881  (087-813-5882)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日   14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  12101-4514-3 ひな薬局　林店 〒761-0301 （調基１）第89号          平成28年 4月 1日
     高薬514 高松市林町１５０１番地２なかよ （在薬）第582号           平成21年10月 1日
     しマンション林１０１号
     087-813-6616  (087-813-6617)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12201-4515-0 ＮＰ日赤前調剤薬局 〒760-0017 （調基１）第90号          平成28年 4月 1日
     高薬515 高松市番町一丁目１０番１５号サ （調）第159号             平成29年 4月 1日
     ミービル１階 （後発調１）第467号       平成28年11月 1日
     087-837-0770  (087-837-0771) （か薬）第34号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第584号           平成21年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12301-4516-8 ふじ調剤薬局 〒761-8033 （調基１）第156号         平成28年 4月 1日
     高薬516 高松市飯田町５３０番地７ （後発調２）第292号       平成28年 4月 1日
     087-881-6300  (087-881-6320) （在薬）第585号           平成21年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12401-4517-6 株式会社　三河薬品　〒761-8071 （調基１）第93号          平成28年 4月 1日
     高薬517 ミカワ調剤薬局　レイ高松市伏石町２１５０番地５ （後発調２）第396号       平成29年 6月 1日
     ンボー東店 087-813-5782  (087-813-5782) （在薬）第586号           平成21年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12501-4518-4 ゆめ調剤薬局　成合店〒761-8081 （調基１）第94号          平成28年 4月 1日
     高薬518 高松市成合町字西下所７２４番地 （後発調１）第282号       平成28年 4月 1日
     087-815-7966  (087-815-7976) （か薬）第101号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第587号           平成22年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12601-4519-2 みなみ風調剤薬局　天〒760-0018 （調基１）第95号          平成28年 4月 1日
     高薬519 神前店 高松市天神前６番地１０　１階 （在薬）第588号           平成22年 4月 1日
     087-887-5426  (087-887-5428)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12701-4521-8 株式会社　三河薬品　〒760-0073 （調基１）第96号          平成28年 4月 1日
     高薬521 ミカワ調剤薬局　栗林高松市栗林町一丁目１４番５号 （在薬）第590号           平成22年 4月 1日
     塩江街道店 田ビル１階
     087-861-0900  (087-861-0909)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12801-4524-2 株式会社　三河薬品　〒761-8074 （調基１）第98号          平成28年 4月 1日
     高薬524 ミカワ調剤薬局　太田高松市太田上町３４６番地５ （後発調２）第230号       平成28年 4月 1日
     上町店 087-864-8131  (087-864-8131) （在薬）第597号           平成22年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12901-4526-7 株式会社　三河薬品　〒761-8078 （調基１）第99号          平成28年 4月 1日
     高薬526 ミカワ調剤薬局　仏生高松市仏生山町甲６９１番地３ （在薬）第605号           平成22年 9月 1日
     山店 087-840-1121  (087-840-1121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13001-4527-5 レデイ薬局　十川店 〒761-0434 （調基１）第100号         平成28年 4月 1日
     高薬527 高松市十川東町５５番地１ （在薬）第606号           平成22年 9月 1日
     087-848-9823  (087-848-9824)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日   15

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  13101-4528-3 レデイ薬局　木太店 〒760-0080 （調基１）第101号         平成28年 4月 1日
     高薬528 高松市木太町５０３４番地２ （調）第154号             平成29年 4月 1日
     087-814-8151  (087-814-8152) （後発調１）第486号       平成29年 2月 1日
     （か薬）第337号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第607号           平成22年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13201-4530-9 株式会社　三河薬品　〒761-1402 （調基１）第102号         平成28年 4月 1日
     高薬530 ミカワ調剤薬局　香南高松市香南町由佐２１０番地２ （後発調１）第396号       平成28年 4月 1日
     店 087-879-8418  (087-879-8418) （在薬）第610号           平成22年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13301-4531-7 虎や調剤薬局 〒760-0029 （調基１）第103号         平成28年 4月 1日
     高薬531 高松市丸亀町１３番地３高松丸亀 （調）第10号              平成28年 4月 1日
     町商店街参番街東館１階 （在調）第26号            平成25年 6月 1日
     087-813-2871  (087-813-2872) （か薬）第345号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第611号           平成22年10月 8日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13401-4532-5 マツイ薬局　高松新田〒761-0102 （調基１）第104号         平成28年 4月 1日
     高薬532 店 高松市新田町甲６５８番地２ （調）第65号              平成28年 4月 1日
     087-813-8527  (087-813-8528) （後発調２）第231号       平成28年 4月 1日
     （か薬）第378号           平成29年 7月 1日
     （在薬）第612号           平成22年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13501-4533-3 オカウチ調剤薬局　林〒761-0301 （調基１）第105号         平成28年 4月 1日
     高薬533 店 高松市林町字中林４７８番地４ （後発調２）第325号       平成28年 7月 1日
     087-813-7681  (087-813-7682) （か薬）第12号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第615号           平成22年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13601-4534-1 ココロン調剤薬局　小〒761-0431 （調基１）第106号         平成28年 4月 1日
     高薬534 村店 高松市小村町２５６番地３ （在薬）第618号           平成23年 1月 6日
     087-887-9889  (087-887-9886)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13701-4535-8 古高松薬局 〒761-0104 （調基１）第107号         平成28年 4月 1日
     高薬535 高松市高松町３００２番地５ （調）第11号              平成28年 4月 1日
     087-844-8404  (087-844-8405) （後発調２）第232号       平成28年 4月 1日
     （在調）第47号            平成26年 9月 1日
     （か薬）第35号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第619号           平成23年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13801-4537-4 とみけ薬局 〒760-0074 （調基１）第108号         平成28年 4月 1日
     高薬537 高松市桜町一丁目５番５号 （在薬）第622号           平成23年 2月25日
     087-813-1856  (087-813-1859)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日   16

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  13901-4538-2 ゆず調剤薬局 〒769-0103 （調基１）第109号         平成28年 4月 1日
     高薬538 高松市国分寺町福家字下福家甲３ （調）第183号             平成29年 7月 1日
     ８２３番地１ （後発調１）第283号       平成28年 4月 1日
     087-875-1011  (087-875-1021) （後発調２）第401号       平成29年 7月 1日
     （在調）第99号            平成28年 6月 1日
     （か薬）第379号           平成29年 7月 1日
     （在薬）第623号           平成23年 3月 3日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14001-4539-0 一宮薬局 〒761-8084 （調基１）第157号         平成28年 4月 1日
     高薬539 高松市一宮町７８３番地２ （後発調２）第300号       平成28年 5月 1日
     087-885-5664  (087-885-5669) （在調）第60号            平成27年 5月 1日
     （か薬）第357号           平成29年 6月 1日
     （在薬）第624号           平成23年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14101-4540-8 ジャスミン調剤薬局 〒761-8063 （調基１）第110号         平成28年 4月 1日
     高薬540 高松市花ノ宮町一丁目１２番２２ （後発調２）第233号       平成28年 4月 1日
     号赤松ビル１階 （在薬）第625号           平成23年 4月11日
     087-812-6105  (087-812-6106)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14201-4541-6 ＮＰ屋島西調剤薬局 〒761-0113 （調基１）第158号         平成28年 4月 1日
     高薬541 高松市屋島西町２４９０番地１９ （調）第13号              平成28年 4月 1日
     　グラン新蔵１階 （在調）第108号           平成28年 8月 1日
     087-844-9172  (087-844-9163) （か薬）第102号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第626号           平成23年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14301-4542-4 アイリス調剤薬局 〒761-8057 （調基１）第111号         平成28年 4月 1日
     高薬542 高松市田村町３３２－３ （調）第88号              平成28年 4月 1日
     087-814-9311  (087-814-9312) （後発調２）第234号       平成28年 4月 1日
     （在調）第81号            平成28年 4月 1日
     （か薬）第256号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第627号           平成23年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14401-4543-2 虹調剤薬局　高松南店〒761-8075 （調基１）第112号         平成28年 4月 1日
     高薬543 高松市多肥下町３５９番地４ （調）第96号              平成28年 5月 1日
     087-814-7280  (087-814-7281) （後発調１）第285号       平成28年 4月 1日
     （在調）第127号           平成29年 4月 1日
     （か薬）第243号           平成28年 5月 1日
     （在薬）第629号           平成23年 7月12日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14501-4544-0 まゆみ調剤薬局　檀紙〒761-8041 （調基１）第113号         平成28年 4月 1日
     高薬544 店 高松市檀紙町１５９４番地１ （後発調１）第286号       平成28年 4月 1日
     087-815-7105  (087-815-7107) （か薬）第257号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第630号           平成23年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日   17

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  14601-4545-7 株式会社　三河薬品　〒760-0047 （調基１）第114号         平成28年 4月 1日
     高薬545 ラン調剤薬局　塩屋町高松市塩屋町１５番地３高松塩屋 （在薬）第631号           平成23年 8月 1日
     店 ビル１Ｆ
     087-811-2988  (087-811-2977)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14701-4548-1 ＮＰ塩上調剤薬局 〒760-0062 （調基１）第115号         平成28年 4月 1日
     高薬548 高松市塩上町二丁目２番５号合田 （後発調１）第287号       平成28年 4月 1日
     ビル１階 （か薬）第37号            平成28年 4月 1日
     087-861-3177  (087-861-3178) （在薬）第634号           平成23年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14801-4550-7 西田救命堂薬局 〒761-8078 （調基１）第116号         平成28年 4月 1日
     高薬550 高松市仏生山町甲２２０３番地８ （在薬）第638号           平成23年10月 3日
     087-889-1587  (087-889-8104)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14901-4551-5 ＩＭＣくすがみ薬局 〒760-0075 （調基１）第159号         平成28年 4月 1日
     高薬551 高松市楠上町二丁目３－１５ （調）第126号             平成28年10月 1日
     087-813-0175  (087-813-0176) （後発調１）第407号       平成28年 5月 1日
     （在調）第133号           平成29年 7月 1日
     （か薬）第317号           平成28年10月 1日
     （在薬）第639号           平成23年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15001-4553-1 おおの調剤薬局 〒761-1701 （調基１）第117号         平成28年 4月 1日
     高薬553 高松市香川町大野２４９６－１ （か薬）第258号           平成28年 4月 1日
     087-885-7133  (087-885-7133) （在薬）第643号           平成23年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15101-4554-9 安田薬局　木太店 〒760-0080 （調基１）第118号         平成28年 4月 1日
     高薬554 高松市木太町１８１３－３ （調）第58号              平成28年 4月 1日
     087-861-5008  (087-862-9119) （後発調２）第235号       平成28年 4月 1日
     （か薬）第103号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第644号           平成24年 1月14日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15201-4556-4 薬局ナチュラル・メデ〒761-0101 （調基３）第8号           平成28年 4月 1日
     高薬556 ィクス 高松市春日町１７８－１ （後発調２）第236号       平成28年 4月 1日
     087-814-5521  (087-814-5581) （在調）第43号            平成26年 8月 1日
     （か薬）第104号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第646号           平成24年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15301-4557-2 株式会社　三河薬品　〒761-8085 （調基１）第119号         平成28年 4月 1日
     高薬557 ミカワ調剤薬局　寺井高松市寺井町１０５３－１０ （後発調２）第293号       平成28年 4月 1日
     町店 087-886-0622  (087-886-0622) （在薬）第647号           平成24年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15401-4559-8 コスモ調剤薬局　三条〒761-8072 （調基１）第120号         平成28年 4月 1日
     高薬559 店 高松市三条町字中所５０７番地２ （後発調２）第237号       平成28年 4月 1日
     087-815-0155  (087-815-0159) （か薬）第292号           平成28年 7月 1日
     （在薬）第650号           平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日   18

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  15501-4560-6 ザグザグ薬局　檀紙北〒761-8033 （調基１）第121号         平成28年 4月 1日
     高薬560 店 高松市飯田町３０ （後発調１）第446号       平成28年 8月 1日
     087-832-8510  (087-832-8510) （か薬）第346号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第654号           平成24年 4月23日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15601-4561-4 やしま藤原薬局 〒761-0112 （調基１）第160号         平成28年 4月 1日
     高薬561 高松市屋島中町２２１番３号 （調）第155号             平成29年 4月 1日
     087-814-6628  (087-814-6638) （後発調１）第433号       平成28年 7月 1日
     （か薬）第338号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第651号           平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15701-4563-0 有限会社　三友調剤薬〒760-0054 （調基１）第122号         平成28年 4月 1日
     高薬563 局 高松市常磐町二丁目４番地２大熊 （在薬）第657号           平成24年 5月 1日
     ビル１階
     087-837-4311  (087-837-4310)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15801-4565-5 太田薬局 〒761-0113 （調基１）第123号         平成28年 4月 1日
     高薬565 高松市屋島西町８６０番地１０ （在薬）第661号           平成24年 5月18日
     087-843-4151  (087-844-3306)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15901-4566-3 安西番町薬局 〒760-0017 （調基１）第124号         平成28年 4月 1日
     高薬566 高松市番町１丁目２番２３号　１ （調）第132号             平成28年12月 1日
     階 （後発調２）第238号       平成28年 4月 1日
     087-811-1520  (087-811-1521) （か薬）第38号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第666号           平成24年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16001-4567-1 クオール薬局　ライフ〒760-0080 （調基１）第161号         平成28年 4月 1日
     高薬567 店 高松市木太町３２３６－２ （調）第73号              平成28年 4月 1日
     087-862-7070  (087-862-7071) （後発調２）第351号       平成28年11月 1日
     （在調）第115号           平成28年10月 1日
     （か薬）第105号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第667号           平成24年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16101-4568-9 クオール薬局　前田東〒761-0322 （調基１）第162号         平成28年 4月 1日
     高薬568 町店 高松市前田東町８０１番地７ （調）第119号             平成28年 8月 1日
     087-847-8011  (087-847-9122) （後発調２）第239号       平成28年 4月 1日
     （在調）第124号           平成29年 1月 1日
     （か薬）第39号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第668号           平成24年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16201-4569-7 クオール薬局　三谷町〒761-0450 （調基１）第163号         平成28年 4月 1日
     高薬569 店 高松市三谷町字南原１６７５番地 （調）第117号             平成28年 8月 1日
     ５ （後発調１）第289号       平成28年 4月 1日
     087-815-5670  (087-815-5671) （後発調２）第314号       平成28年 6月 1日
     （在調）第111号           平成28年 8月 1日
     （か薬）第227号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第669号           平成24年 7月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日   19

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  16301-4571-3 ココロン調剤薬局　屋〒761-0113 （調基１）第125号         平成28年 4月 1日
     高薬571 島西店 高松市屋島西町字宮西１３４７番 （後発調１）第434号       平成28年 7月 1日
     ９ （在薬）第675号           平成24年10月 1日
     087-887-9717  (087-887-9718)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16401-4572-1 リーフ調剤薬局 〒760-0080 （調基１）第126号         平成28年 4月 1日
     高薬572 高松市木太町１６０８－１ （後発調１）第290号       平成28年 4月 1日
     087-837-0388  (087-837-0378) （在薬）第677号           平成24年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16501-4573-9 スター薬局六条 〒761-0303 （調基１）第127号         平成28年 4月 1日
     高薬573 高松市六条町７９５番地１ （か薬）第259号           平成28年 4月 1日
     087-814-9587  (087-814-9588) （在薬）第678号           平成24年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16601-4575-4 ブルーソックス薬局　〒760-0077 （調基１）第128号         平成28年 4月 1日
     高薬575 上福岡店 高松市上福岡町９２２－１ （後発調２）第332号       平成28年 8月 1日
     087-802-1350  (087-802-1351) （在薬）第684号           平成25年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16701-4577-0 ザグザグ薬局　仏生山〒761-8078 （調基１）第129号         平成28年 4月 1日
     高薬577 店 高松市仏生山町甲１３４４ （後発調１）第483号       平成29年 2月 1日
     087-840-1722  (087-840-1722) （か薬）第347号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第688号           平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16801-4578-8 あんず調剤薬局 〒761-8073 （調基１）第130号         平成28年 4月 1日
     高薬578 高松市太田下町１８７２番地５ （調）第14号              平成28年 4月 1日
     087-815-1606  (087-815-1607) （在調）第27号            平成25年 6月 1日
     （か薬）第40号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第696号           平成25年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16901-4579-6 ひだまり調剤薬局　牟〒761-0121 （調基１）第164号         平成28年 4月 1日
     高薬579 礼店 高松市牟礼町牟礼２１番５の３ （調）第178号             平成29年 6月 1日
     087-814-3311  (087-814-3312) （後発調２）第356号       平成28年12月 1日
     （在調）第129号           平成29年 6月 1日
     （か薬）第165号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第697号           平成25年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17001-4580-4 日本薬局　番町店 〒760-0017 （調基１）第165号         平成28年 4月 1日
     高薬580 高松市番町一丁目９番地１宮武ビ （調）第15号              平成28年 4月 1日
     ル１階 （薬菌）第9号             平成28年11月 1日
     087-823-3355  (087-823-3356) （在調）第69号            平成27年 7月 1日
     （か薬）第229号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第701号           平成25年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日   20

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  17101-4581-2 ＩＭＣ　ごうとう薬局〒761-8031 （調基１）第166号         平成28年 4月 1日
     高薬581 高松市郷東町１４８－３－１Ｆ （調）第144号             平成29年 2月 1日
     087-813-2651  (087-813-2652) （後発調１）第293号       平成28年 4月 1日
     （在調）第132号           平成29年 7月 1日
     （か薬）第331号           平成29年 2月 1日
     （在薬）第702号           平成25年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17201-4582-0 虹調剤薬局　寺井店 〒761-8085 （調基１）第167号         平成28年 4月 1日
     高薬582 高松市寺井町１３８５－２６ （調）第166号             平成29年 5月 1日
     087-815-6061  (087-815-6058) （か薬）第340号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第703号           平成25年 8月26日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17301-4583-8 こばんや薬局 〒761-1706 （調基１）第168号         平成28年 4月 1日
     高薬583 高松市香川町川東上１７２４番地
     ２
     087-879-2020  (087-879-2095)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17401-4584-6 ほっと薬局 〒761-1705 （調基１）第169号         平成28年 4月 1日
     高薬584 高松市香川町川東下４９７番地５
     キョーエイ空港店１階
     087-879-0338  (087-879-0338)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17501-4585-3 あんず調剤薬局　西高〒761-8031 （調基１）第170号         平成28年 4月 1日
     高薬585 松店 高松市郷東町１３４－１西高松メ （調）第16号              平成28年 4月 1日
     ディカルビル・イーア１Ｆ （後発調１）第294号       平成28年 4月 1日
     087-832-8580  (087-832-8581) （か薬）第214号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第709号           平成25年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17601-4587-9 そうごう薬局　高松円〒761-8043 （調基１）第488号         平成29年 4月 1日
     高薬587 座店 高松市中間町４９番地９ （調）第160号             平成29年 4月 1日
     087-885-2068  (087-885-2104) （後発調２）第240号       平成28年 4月 1日
     （か薬）第215号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第715号           平成26年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17701-4588-7 わかば調剤薬局 〒761-8078 （調基１）第459号         平成28年 4月 1日
     高薬588 高松市仏生山町甲４５４ （後発調１）第295号       平成28年 4月 1日
     087-889-2278  (087-889-2278) （在薬）第716号           平成26年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17801-4589-5 ＮＭＳ高松調剤薬局　〒760-0066 （調基１）第172号         平成28年 4月 1日
     高薬589 駅側店 高松市福岡町１－２－１５ （後発調２）第380号       平成29年 4月 1日
     087-802-3035  (087-802-3036) （在調）第62号            平成27年 5月 1日
     （か薬）第284号           平成28年 6月 1日
     （在薬）第717号           平成26年 3月 4日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日   21

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  17901-4591-1 ＮＭＳ高松調剤薬局　〒760-0065 （調基１）第481号         平成29年 4月 1日
     高薬591 屋島側１号館 高松市朝日町二丁目４８３番３２ （調）第176号             平成29年 5月 1日
     １ （後発調２）第366号       平成29年 2月 1日
     087-802-3031  (087-802-3032) （在調）第63号            平成27年 5月 1日
     （か薬）第283号           平成28年 6月 1日
     （在薬）第718号           平成26年 3月 4日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18001-4592-9 日本調剤　香川大前薬〒761-0322 （調基３）第10号          平成28年 4月 1日
     高薬592 局 高松市前田東町５５８－３ （後発調２）第241号       平成28年 4月 1日
     087-847-1076  (087-847-1077) （薬菌）第8号             平成28年 7月 1日
     （在調）第65号            平成27年 6月 1日
     （か薬）第166号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第719号           平成26年 3月 3日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18101-4594-5 レデイ薬局　朝日町店〒760-0065 （調基３）第11号          平成28年 4月 1日
     高薬594 高松市朝日町二丁目２番７号　１ （後発調１）第298号       平成28年 4月 1日
     階 （在薬）第722号           平成26年 3月 3日
     087-802-1668  (087-811-2522)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18201-4595-2 メグミ調剤薬局福岡店〒760-0066 （調基１）第173号         平成28年 4月 1日
     高薬595 高松市福岡町２丁目２７－１ （後発調２）第372号       平成29年 3月 1日
     087-802-1151  (087-802-1155) （か薬）第287号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第720号           平成26年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18301-4596-0 香川県薬剤師会調剤薬〒760-0065 （調基１）第174号         平成28年 4月 1日
     高薬596 局 高松市朝日町一丁目１番１１号 （調）第17号              平成28年 4月 1日
     087-811-0205  (087-811-3326) （後発調１）第445号       平成28年 8月 1日
     （薬菌）第4号             平成26年 3月 1日
     （か薬）第41号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第723号           平成26年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18401-4597-8 ＮＭＳ高松調剤薬局　〒760-0065 （調基３）第12号          平成28年 4月 1日
     高薬597 屋島側２号館 高松市朝日町２丁目４８３番３２ （後発調２）第242号       平成28年 4月 1日
     ２ （在調）第46号            平成26年 8月 1日
     087-802-1710  (087-802-1711) （か薬）第109号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第729号           平成26年 3月 4日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18501-4599-4 まつや薬局 〒760-0080 （調基１）第176号         平成28年 4月 1日
     高薬599 高松市木太町３５９３番地１　グ （調）第128号             平成28年11月 1日
     リーンライフ木太１階 （後発調１）第301号       平成28年 4月 1日
     087-834-3923  (087-834-3927) （後発調２）第363号       平成29年 2月 1日
     （か薬）第260号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第725号           平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日   22

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  18601-4601-8 栗林公園前薬局 〒760-0073 （調基１）第178号         平成28年 4月 1日
     高薬601 高松市栗林町一丁目６番１号 （調）第18号              平成28年 4月 1日
     087-832-0062  (087-832-0073) （後発調２）第243号       平成28年 4月 1日
     （在調）第41号            平成26年 5月 7日
     （か薬）第216号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第731号           平成26年 5月 7日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18701-4602-6 ひだまり調剤薬局　八〒761-0121 （調基１）第179号         平成28年 4月 1日
     高薬602 栗店 高松市牟礼町牟礼２５６０ー２ （後発調１）第302号       平成28年 4月 1日
     087-818-9255  (087-818-9115) （在薬）第736号           平成26年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18801-4604-2 高松市薬剤師会　会営〒760-0068 （調基１）第180号         平成28年 4月 1日
     高薬604 薬局松島 高松市松島町一丁目１６番２０号 （調）第19号              平成28年 4月 1日
     087-863-6003  (087-863-6004) （後発調１）第448号       平成28年 8月 1日
     （か薬）第111号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第737号           平成26年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18901-4605-9 ＮＰライオン通り薬局〒760-0042 （調基１）第464号         平成28年 8月 1日
     高薬605 高松市大工町１番１４ （調）第115号             平成28年 8月 1日
     087-823-1888  (087-823-1887) （後発調２）第244号       平成28年 4月 1日
     （在調）第83号            平成28年 4月 1日
     （か薬）第112号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第738号           平成26年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19001-4606-7 ＮＰきなし調剤薬局 〒761-8024 （調基１）第181号         平成28年 4月 1日
     高薬606 高松市鬼無町藤井４３３番地１ （調）第158号             平成29年 4月 1日
     087-832-8888  (087-882-4444) （在調）第84号            平成28年 4月 1日
     （か薬）第333号           平成29年 3月 1日
     （在薬）第739号           平成26年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19101-4607-5 ＮＰやしま中央調剤薬〒761-0101 （調基１）第182号         平成28年 4月 1日
     高薬607 局 高松市春日町片田１６４２ー１ （調）第161号             平成29年 4月 1日
     087-843-9500  (087-843-9501) （後発調２）第361号       平成29年 1月 1日
     （在調）第126号           平成29年 3月 1日
     （か薬）第217号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第740号           平成26年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19201-4608-3 ミント薬局　新田店 〒761-0102 （調基１）第183号         平成28年 4月 1日
     高薬608 高松市新田町字谷北甲４７７ー３ （調）第20号              平成28年 4月 1日
     087-818-0688  (087-818-0686) （後発調１）第408号       平成28年 5月 1日
     （か薬）第230号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第741号           平成26年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19301-4609-1 ひまわり薬局 〒761-8072 （調基１）第184号         平成28年 4月 1日
     高薬609 高松市三条町４７８番地３ （調）第106号             平成28年 5月20日
     087-814-9388  (087-814-9389) （か薬）第282号           平成28年 5月20日
     （在薬）第748号           平成26年12月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日   23

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  19401-4611-7 オカウチ調剤薬局　多〒761-8076 （調基１）第185号         平成28年 4月 1日
     高薬611 肥店 高松市多肥上町１３４２番地１ （調）第169号             平成29年 5月 1日
     087-815-0081  (087-815-0083) （後発調１）第409号       平成28年 5月 1日
     （か薬）第348号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第750号           平成26年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19501-4612-5 たんぽぽ薬局　高松日〒760-0017 （調基１）第186号         平成28年 4月 1日
     高薬612 赤前店 高松市番町三丁目１３番１０号 （後発調２）第358号       平成28年12月 1日
     087-837-7811  (087-837-7812) （在薬）第758号           平成27年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19601-4613-3 そうごう薬局　高松川〒761-1706 （調基３）第14号          平成28年 4月 1日
     高薬613 東店 高松市香川町川東上１７８０ー４ （後発調２）第352号       平成28年11月 1日
     087-879-0501  (087-879-0502) （在調）第85号            平成28年 4月 1日
     （か薬）第362号           平成29年 6月 1日
     （在薬）第759号           平成27年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19701-4614-1 コスモ調剤薬局　国分〒769-0104 （調基１）第187号         平成28年 4月 1日
     高薬614 寺店 高松市国分寺町新名５１３－５ （調）第108号             平成28年 7月 1日
     087-875-0011  (087-875-0711) （後発調２）第245号       平成28年 4月 1日
     （在調）第130号           平成29年 6月 1日
     （か薬）第278号           平成28年 5月30日
     （在薬）第760号           平成27年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19801-4615-8 ハートリーフ薬局 〒760-0076 （調基１）第188号         平成28年 4月 1日
     高薬615 高松市観光町６４９番地８ （在薬）第764号           平成27年 7月 1日
     087-802-2626  (087-802-3107)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19901-4616-6 ファーマシィたかまつ〒760-0076 （調基１）第483号         平成29年 4月 1日
     高薬616 薬局 高松市観光町５３９ー５ （調）第179号             平成29年 6月 1日
     087-832-7866  (087-832-7867) （後発調１）第435号       平成28年 7月 1日
     （在調）第70号            平成27年 8月 1日
     （か薬）第261号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第765号           平成27年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20001-4617-4 コトブキ調剤薬局　高〒760-0017 （調基１）第189号         平成28年 4月 1日
     高薬617 松日赤前店 高松市番町一丁目１０番２６号中 （後発調２）第381号       平成29年 4月 1日
     村ビル１階 （か薬）第293号           平成28年 7月 1日
     087-835-5221  (087-835-5231) （在薬）第768号           平成27年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20101-4618-2 ＩＭＣたひ薬局 〒761-8076 （調基１）第190号         平成28年 4月 1日
     高薬618 高松市多肥上町１１１１番地１多 （調）第130号             平成28年11月 1日
     肥メディカルビル・イーア１階 （後発調１）第306号       平成28年 4月 1日
     087-888-4411  (087-888-4412) （在調）第134号           平成29年 7月 1日
     （か薬）第320号           平成28年11月 1日
     （在薬）第769号           平成27年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日   24

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  20201-4619-0 薬局　くすりのひだま〒760-0050 （調基１）第191号         平成28年 4月 1日
     高薬619 り　田町店 高松市亀井町１０番地１０ソレイ （後発調１）第478号       平成29年 2月 1日
     ユ第一ビル１Ｆ （在調）第102号           平成28年 6月 1日
     087-837-2255  (087-837-2256) （在薬）第770号           平成27年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20301-4620-8 レデイ薬局　藤塚店 〒760-0071 （調基１）第192号         平成28年 4月 1日
     高薬620 高松市藤塚町一丁目１１番２７号 （調）第137号             平成29年 1月 1日
     １階 （後発調１）第307号       平成28年 4月 1日
     087-863-6151  (087-863-6152) （薬菌）第20号            平成29年 1月 1日
     （在調）第112号           平成28年 8月 1日
     （か薬）第329号           平成29年 1月 1日
     （在薬）第773号           平成27年12月 6日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20401-4621-6 日本薬局　木太町店 〒760-0080 （調基２）第20号          平成28年 5月 1日
     高薬621 高松市木太町１８６１番地１４ （後発調２）第246号       平成28年 4月 1日
     087-813-3873  (087-813-3872) （か薬）第369号           平成29年 7月 1日
     （在薬）第774号           平成27年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20501-4622-4 フロンティア薬局紺屋〒760-0027 （調基３）第33号          平成28年 5月 1日
     高薬622 町店 高松市紺屋町４番１０号鹿島紺屋 （在薬）第775号           平成27年12月 1日
     町ビル１階
     087-873-2165  (087-823-2588)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20601-4623-2 ぴーす調剤薬局 〒760-0017 （調基１）第195号         平成28年 4月 1日
     高薬623 高松市番町５丁目１番２１号 （調）第170号             平成29年 5月 1日
     087-813-2047  (087-813-2048) （か薬）第349号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第779号           平成28年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20701-4624-0 にこ調剤薬局　檀紙 〒761-8041 （調基１）第196号         平成28年 4月 1日
     高薬624 高松市檀紙町６７番地１ （調）第180号             平成29年 6月 1日
     087-814-6101  (087-814-6102) （後発調１）第308号       平成28年 4月 1日
     （か薬）第363号           平成29年 6月 1日
     （在薬）第780号           平成28年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20801-4625-7 にこ調剤薬局　多肥 〒761-8076 （調基１）第197号         平成28年 4月 1日
     高薬625 高松市多肥上町１４６８番地１ （後発調１）第309号       平成28年 4月 1日
     087-814-3861  (087-814-3862) （か薬）第115号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第781号           平成28年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20901-4626-5 在宅支援薬局　ライム〒761-8032 （調基１）第198号         平成28年 4月 1日
     高薬626 高松市鶴市町２４７番地１ （在調）第96号            平成28年 4月 1日
     087-882-4111  (087-882-4411) （在薬）第783号           平成28年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21001-4627-3 ＮＰみさき調剤薬局 〒761-0113 （調基３）第16号          平成28年 4月 1日
     高薬627 高松市屋島西町１９６８番地７ （後発調２）第247号       平成28年 4月 1日
     087-861-1270  (087-861-3322) （か薬）第116号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第787号           平成28年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日   25

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  21101-4628-1 コスモ調剤薬局　八幡〒760-0006 （調基１）第199号         平成28年 4月 1日
     高薬628 通り店 高松市亀岡町１１番１５号 （調）第168号             平成29年 5月 1日
     087-813-4564  (087-813-4448) （後発調２）第382号       平成29年 4月 1日
     （か薬）第319号           平成28年11月 1日
     （在薬）第788号           平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21201-4629-9 コスモ調剤薬局　香川〒761-1701 （調基１）第200号         平成28年 4月 1日
     高薬629 中央店 高松市香川町大野９９８番地１ （調）第153号             平成29年 4月 1日
     087-813-7080  (087-813-7085) （後発調２）第329号       平成28年 7月 1日
     （か薬）第313号           平成28年10月 1日
     （在薬）第796号           平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21301-4631-5 古新町調剤薬局 〒760-0025 （調基１）第202号         平成28年 4月 1日
     高薬631 高松市古新町１０番地３砂屋ビル （在薬）第790号           平成28年 4月 1日
     ２階Ｂ
     087-873-2828  (087-873-2858)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21401-4632-3 大学通り　のの薬局 〒760-0013 （調基１）第203号         平成28年 4月 1日
     高薬632 高松市扇町一丁目２４番８号　１ （か薬）第380号           平成29年 7月 1日
     Ｆ （在薬）第791号           平成28年 4月 1日
     087-802-1741  (087-802-1742)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21501-4633-1 はな調剤薬局 〒761-0450 （調基１）第462号         平成28年 5月 1日
     高薬633 高松市三谷町１１６１番地９ （在薬）第786号           平成28年 5月 1日
     087-889-0087  (087-889-0099)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21601-4634-9 コスモ調剤薬局　多肥〒761-8075 （調基１）第470号         平成28年12月 1日
     高薬634 店 高松市多肥下町字山道３６２番１ （在薬）第798号           平成28年10月 1日
     087-813-8193  (087-813-8197)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21701-4635-6 かたもと駅前薬局 〒761-0113 （調基１）第472号         平成29年 1月 1日
     高薬635 高松市屋島西町１７２３番地１ （後発調１）第487号       平成29年 2月 1日
     087-899-8571  (087-861-5641) （在薬）第804号           平成28年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21801-4636-4 たんぽぽ薬局屋島店 〒761-0113 （調基３）第34号          平成29年 4月 1日
     高薬636 高松市屋島西町２１０９番地３７ （後発調１）第490号       平成29年 3月 1日
     の１ （か薬）第370号           平成29年 6月 1日
     087-818-1551  (087-818-1552) （在薬）第799号           平成28年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21901-4637-2 コスモ調剤薬局　やし〒761-0113 （調基１）第469号         平成28年12月 1日
     高薬637 ま店 高松市屋島西町２１０９番地３７ （後発調２）第367号       平成29年 2月 1日
     の２ （在薬）第802号           平成28年11月 1日
     087-813-7273  (087-813-9888)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22001-4638-0 コスモ調剤薬局　仏生〒761-8078 （調基１）第468号         平成28年12月 1日
     高薬638 山店 高松市仏生山町甲３６８番地２ （後発調２）第368号       平成29年 2月 1日
     087-813-9893  (087-813-9895) （在薬）第801号           平成28年11月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日   26

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  22101-4639-8 高松紺屋町薬局 〒760-0027 （調基１）第467号         平成28年11月 1日
     高薬639 高松市紺屋町５番地３アルファリ （在薬）第800号           平成28年11月 1日
     ビング高松紺屋町１階
     087-811-2277  (087-811-2278)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22201-4640-6 はなそら薬局西村ジョ〒761-0113 （調基１）第474号         平成29年 1月 1日
     高薬640 イ屋島店 高松市屋島西町２１０５番地８ （後発調１）第489号       平成29年 3月 1日
     087-844-3700  (087-844-3700) （在薬）第803号           平成28年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22301-4641-4 まこと薬局 〒761-8013 （調基１）第475号         平成29年 2月 1日
     高薬641 高松市香西東町４４１番地３ （後発調２）第389号       平成29年 6月 1日
     087-881-1121  (087-881-1122) （在薬）第807号           平成29年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22401-4642-2 ザグザグ薬局　多肥下〒761-8075 （調基１）第476号         平成29年 2月 1日
     高薬642 町店 高松市多肥下町１５５０番地２ （後発調２）第391号       平成29年 5月 1日
     087-815-1140  (087-815-1140) （在薬）第808号           平成29年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22501-4643-0 友愛薬局　空港通り店〒761-8057 （調基１）第478号         平成29年 2月 1日
     高薬643 高松市田村町１２６４番地１ （後発調２）第390号       平成29年 5月 1日
     087-805-7258  (087-805-5082) （在薬）第809号           平成29年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22601-4644-8 有限会社　友愛薬局　〒760-0017 （調基１）第480号         平成29年 3月 1日
     高薬644 大学通り店 高松市番町三丁目２０番１０号 （在薬）第811号           平成29年 3月 1日
     087-802-6080  (087-802-6081)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22701-4645-5 空港通り薬局 〒761-1701 （調基１）第491号         平成29年 5月 1日
     高薬645 高松市香川町大野４５８番地４ （在薬）第814号           平成29年 5月 1日
     087-815-9812  (087-815-9813)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22801-4646-3 ＫＣかがわ調剤薬局　〒761-8078 （調基１）第492号         平成29年 6月 1日
     高薬646 高松店 高松市仏生山町甲２６９番地１ （在薬）第815号           平成29年 6月 1日
     087-888-8877  (087-888-8878)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22902-4026-6 内海薬局 〒763-0095 （調基１）第204号         平成28年 4月 1日
     丸薬26 丸亀市垂水町１５１番地４ （在薬）第9号             平成 6年10月 1日
     0877-28-7288  (0877-28-8690)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23002-4039-9 有限会社　 上薬局　〒763-0001 （調基１）第205号         平成28年 4月 1日
     丸薬39 城北調剤薬局 丸亀市風袋町１７３番地 （調）第150号             平成29年 3月 1日
     0877-25-0509  (0877-25-0509) （後発調２）第248号       平成28年 4月 1日
     （か薬）第106号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第110号           平成 7年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日   27

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  23102-4043-1 有限会社　 上薬局　〒763-0074 （調基１）第206号         平成28年 4月 1日
     丸薬43 原田調剤薬局 丸亀市原田町１６３２番地１ （調）第145号             平成29年 2月 1日
     0877-24-3056  (0877-24-3056) （後発調２）第397号       平成29年 6月 1日
     （薬菌）第19号            平成28年12月 1日
     （か薬）第262号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第111号           平成 7年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23202-4046-4 ＮＰ津森調剤薬局 〒763-0052 （調基２）第3号           平成28年 4月 1日
     丸薬46 丸亀市津森町２１６番地３ （後発調２）第369号       平成29年 2月 1日
     0877-22-2128  (0877-22-2177) （在調）第119号           平成28年12月 1日
     （か薬）第107号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第102号           平成 7年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23302-4051-4 有限会社　かやまち調〒763-0051 （調基１）第207号         平成28年 4月 1日
     丸薬51 剤薬局　今津店 丸亀市今津町５３５番地５ （在薬）第15号            平成 6年10月 1日
     0877-25-1013  (0877-22-7758)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23402-4055-5 江戸薬局 〒763-0095 （調基１）第260号         平成28年 4月 1日
     丸薬55 丸亀市垂水町２９４０番地４ （１７５）第303号         平成14年 4月 1日
     0877-28-8686  (0877-28-8713) （在薬）第17号            平成 6年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23502-4057-1 有限会社　 上薬局　〒763-0032 （調基１）第208号         平成28年 4月 1日
     丸薬57 城西店 丸亀市城西町二丁目４番８号 （調）第21号              平成28年 4月 1日
     0877-25-0024  (0877-25-0024) （後発調２）第250号       平成28年 4月 1日
     （在調）第61号            平成27年 5月 1日
     （か薬）第108号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第112号           平成 7年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23602-4059-7 調剤薬局　ハロ 〒763-0048 （調基１）第261号         平成28年 4月 1日
     丸薬59 丸亀市幸町一丁目２番５号 （後発調１）第311号       平成28年 4月 1日
     0877-21-6720  (0877-21-6721) （か薬）第110号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第124号           平成 7年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23702-4062-1 のぞみ薬局 〒763-0091 （調基１）第209号         平成28年 4月 1日
     丸薬62 丸亀市川西町北１３６０番地１１ （後発調２）第378号       平成29年 4月 1日
     0877-24-8002  (0877-24-8003) （か薬）第358号           平成29年 6月 1日
     （在薬）第130号           平成 8年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23802-4063-9 株式会社　サン調剤薬〒763-0013 （調基１）第210号         平成28年 4月 1日
     丸薬63 局 丸亀市城東町二丁目１４番３３号 （調）第22号              平成28年 4月 1日
     0877-24-7135  (0877-22-8293) （在調）第106号           平成28年 8月 1日
     （か薬）第114号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第382号           平成15年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日   28

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  23902-4065-4 有限会社　 上薬局　〒763-0014 （調基１）第211号         平成28年 4月 1日
     丸薬65 御供所店 丸亀市御供所町一丁目８番３６号 （調）第23号              平成28年 4月 1日
     0877-24-0706  (0877-24-0706) （後発調２）第301号       平成28年 5月 1日
     （か薬）第145号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第145号           平成 9年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24002-4066-2 城東調剤薬局 〒763-0013 （調基１）第212号         平成28年 4月 1日
     丸薬66 丸亀市城東町三丁目１０番８号 （在薬）第137号           平成 9年 5月 1日
     0877-25-2228  (0877-25-2070)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24102-4067-0 有限会社アインス　土〒763-0082 （調基１）第213号         平成28年 4月 1日
     丸薬67 器薬局 丸亀市土器町東三丁目６２９番地 （調）第24号              平成28年 4月 1日
     0877-25-5443  (0877-25-5443) （後発調２）第302号       平成28年 5月 1日
     （薬菌）第11号            平成28年12月 1日
     （か薬）第146号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第208号           平成11年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24202-4069-6 コスモ調剤薬局　柞原〒763-0073 （調基１）第214号         平成28年 4月 1日
     丸薬69 店 丸亀市柞原町１８１番地１ （後発調１）第462号       平成28年10月 1日
     0877-24-9988  (0877-24-9898) （か薬）第301号           平成28年 7月 1日
     （在薬）第165号           平成10年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24302-4071-2 かりん薬局 〒763-0093 （調基１）第262号         平成28年 4月 1日
     丸薬71 丸亀市郡家町２４２番地３ （在薬）第515号           平成19年 8月 1日
     0877-28-0550  (0877-57-2002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24402-4072-0 あさひ調剤薬局　川西〒763-0092 （調基２）第4号           平成28年 4月 1日
     丸薬72 店 丸亀市川西町南４２２番地７ （後発調２）第398号       平成29年 6月 1日
     0877-57-2555  (0877-57-2666) （か薬）第219号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第250号           平成12年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24502-4076-1 快生堂福島調剤薬局 〒763-0044 （調基１）第215号         平成28年 4月 1日
     丸薬76 丸亀市福島町１１５番地 （後発調１）第498号       平成29年 7月 1日
     0877-58-0487  (0877-58-0488) （在薬）第232号           平成12年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24602-4080-3 あすか調剤薬局 〒763-0007 （調基１）第263号         平成28年 4月 1日
     丸薬80 丸亀市宗古町１番地２ （調）第60号              平成28年 4月 1日
     0877-58-2030  (0877-58-2040) （後発調２）第383号       平成29年 4月 1日
     （在調）第59号            平成27年 4月 1日
     （か薬）第220号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第286号           平成13年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24702-4081-1 クレヨン薬局 〒763-0091 （調基１）第264号         平成28年 4月 1日
     丸薬81 丸亀市川西町北字土井ノ内５０８ （在薬）第516号           平成19年 8月 1日
     番地１
     0877-58-7177  (0877-58-7178)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日   29

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  24802-4082-9 アン調剤薬局 〒763-0082 （調基１）第265号         平成28年 4月 1日
     丸薬82 丸亀市土器町東３丁目２５４番地 （在薬）第322号           平成14年 3月 1日
     ２
     0877-58-2507  (0877-58-2508)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24902-4083-7 あいる調剤薬局 〒763-0048 （調基１）第266号         平成28年 4月 1日
     丸薬83 丸亀市幸町１丁目５番１９号 （後発調１）第411号       平成28年 5月 1日
     0877-58-4744  (0877-58-4745) （在調）第10号            平成24年 4月 1日
     （在薬）第327号           平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25002-4085-2 スター薬局　飯野 〒763-0084 （調基１）第216号         平成28年 4月 1日
     丸薬85 丸亀市飯野町東二甲１３９６番地 （調）第134号             平成29年 1月 1日
     ３　 （後発調１）第319号       平成28年 4月 1日
     0877-58-4820  (0877-58-4821) （後発調２）第345号       平成28年10月 1日
     （在調）第30号            平成25年 9月 1日
     （か薬）第264号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第365号           平成14年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25102-4086-0 いろは堂薬局 〒763-0073 （調基１）第217号         平成28年 4月 1日
     丸薬86 丸亀市柞原町６８３番地１ （か薬）第14号            平成28年 4月 1日
     0877-58-0101  (0877-58-0109) （在薬）第367号           平成14年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25202-4087-8 キッズ調剤薬局 〒763-0051 （調基１）第267号         平成28年 4月 1日
     丸薬87 丸亀市今津町７２６番地９ （後発調１）第320号       平成28年 4月 1日
     0877-58-0121  (0877-58-0122) （在調）第11号            平成24年 4月 1日
     （在薬）第371号           平成14年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25302-4088-6 ベル調剤薬局　健康館〒763-0013 （調基１）第218号         平成28年 4月 1日
     丸薬88 丸亀市城東町三丁目１０番８号 （か薬）第222号           平成28年 4月 1日
     0877-58-2327  (0877-58-2334) （在薬）第403号           平成15年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25402-4091-0 京町薬局　どき店 〒763-0082 （調基１）第219号         平成28年 4月 1日
     丸薬91 丸亀市土器町東一丁目１２１番地 （後発調２）第303号       平成28年 5月 1日
     ５ （か薬）第374号           平成29年 7月 1日
     0877-64-9421  (0877-64-9422) （在薬）第424号           平成16年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25502-4092-8 瀬戸調剤薬局　川西店〒763-0091 （調基２）第5号           平成28年 4月 1日
     丸薬92 丸亀市川西町北１８７番地１ （後発調２）第373号       平成29年 4月 1日
     0877-58-7088  (0877-58-7089) （か薬）第359号           平成29年 6月 1日
     （在薬）第432号           平成16年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25602-4093-6 みもざ薬局 〒763-0081 （調基１）第220号         平成28年 4月 1日
     丸薬93 丸亀市土器町西四丁目２４７番地 （後発調１）第323号       平成28年 4月 1日
     ２ （か薬）第170号           平成28年 4月 1日
     0877-23-1132  (0877-23-1138) （在薬）第433号           平成16年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日   30

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  25702-4095-1 有限会社　コアラ薬局〒762-0082 （調基１）第221号         平成28年 4月 1日
     丸薬95 丸亀市飯山町川原９５３番地１ （調）第109号             平成28年 7月 1日
     0877-98-6606  (0877-98-7907) （か薬）第231号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第118号           平成 7年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25802-4096-9 有限会社　 上薬局 〒761-2402 （調基１）第222号         平成28年 4月 1日
     丸薬96 丸亀市綾歌町岡田下４９６番地５ （調）第171号             平成29年 5月 1日
     0877-86-4627  (0877-86-4749) （後発調２）第304号       平成28年 5月 1日
     （薬菌）第15号            平成28年12月 1日
     （在調）第58号            平成27年 2月 1日
     （か薬）第350号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第421号           平成16年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25902-4097-7 正木調剤薬局 〒762-0082 （調基１）第268号         平成28年 4月 1日
     丸薬97 丸亀市飯山町川原２２８番地４０ （調）第70号              平成28年 4月 1日
     0877-98-5338  (0877-98-7720) （後発調２）第251号       平成28年 4月 1日
     （か薬）第171号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第119号           平成 7年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26002-4099-3 飯山調剤薬局 〒762-0082 （調基１）第223号         平成28年 4月 1日
     丸薬99 丸亀市飯山町川原８０３番地２ （後発調２）第252号       平成28年 4月 1日
     0877-98-3456  (0877-98-5535) （か薬）第172号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第121号           平成 7年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26102-4102-5 株式会社正木　正木薬〒762-0082 （調基１）第224号         平成28年 4月 1日
     丸薬102 局川原店 丸亀市飯山町川原８３２番地９ （後発調２）第294号       平成28年 4月 1日
     0877-59-7188  (0877-59-7178) （在薬）第360号           平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26202-4105-8 ぞうさん薬局 〒763-0082 （調基１）第269号         平成28年 4月 1日
     丸薬105 丸亀市土器町東四丁目７３７番地 （後発調２）第357号       平成28年12月 1日
     0877-64-9301  (0877-64-9302) （か薬）第173号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第467号           平成17年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26302-4110-8 かわにし南調剤薬局 〒763-0092 （調基１）第227号         平成28年 4月 1日
     丸薬110 丸亀市川西町南１５４０番地６ （か薬）第149号           平成28年 4月 1日
     0877-28-1015  (0877-28-0101) （在薬）第505号           平成19年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26402-4111-6 アイ・プラス調剤薬局〒763-0094 （調基１）第226号         平成28年 4月 1日
     丸薬111 　丸亀店 丸亀市三条町１２５６番地６ （か薬）第91号            平成28年 4月 1日
     0877-43-5670  (0877-43-5680) （在薬）第510号           平成19年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26502-4112-4 あやうた調剤薬局 〒761-2404 （調基１）第228号         平成28年 4月 1日
     丸薬112 丸亀市綾歌町岡田東１７５０番地 （在薬）第526号           平成19年11月 5日
     ２
     0877-86-5255  (0877-86-5233)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日   31

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  26602-4113-2 京町薬局　丸亀東店 〒763-0082 （調基１）第229号         平成28年 4月 1日
     丸薬113 丸亀市土器町東七丁目８７６番 （調）第26号              平成28年 4月 1日
     0877-23-0789  (0877-23-0788) （か薬）第174号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第538号           平成20年 5月21日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26702-4114-0 京町薬局　山北店 〒763-0072 （調基１）第230号         平成28年 4月 1日
     丸薬114 丸亀市山北町４５６番１ （後発調１）第326号       平成28年 4月 1日
     0877-21-0268  (0877-21-0267) （か薬）第175号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第541号           平成20年 6月22日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26802-4115-7 アイ・プラス調剤薬局〒763-0073 （調基１）第231号         平成28年 4月 1日
     丸薬115 　丸亀南店 丸亀市柞原町６３５番地２ （後発調１）第451号       平成28年 9月 1日
     0877-43-3335  (0877-43-3337) （在薬）第550号           平成20年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26902-4116-5 ＮＰあゆみ調剤薬局 〒763-0052 （調基３）第17号          平成28年 4月 1日
     丸薬116 丸亀市津森町２３９ー５９ （後発調２）第374号       平成29年 3月 1日
     0877-23-2275  (0877-23-2276) （か薬）第176号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第569号           平成21年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27002-4118-1 なの花薬局　丸亀店 〒763-0013 （調基１）第270号         平成28年 4月 1日
     丸薬118 丸亀市城東町２丁目９番２７号 （後発調１）第328号       平成28年 4月 1日
     0877-58-1616  (0877-58-3273) （在調）第67号            平成27年 7月 1日
     （か薬）第15号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第577号           平成21年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27102-4119-9 めーぷる薬局 〒763-0082 （調基１）第232号         平成28年 4月 1日
     丸薬119 丸亀市土器町東九丁目１５６番地 （後発調１）第329号       平成28年 4月 1日
     0877-21-4193  (0877-21-4192) （在薬）第592号           平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27202-4120-7 三和薬局 〒763-0033 （調基１）第233号         平成28年 4月 1日
     丸薬120 丸亀市中府町一丁目５番４４号 （在薬）第628号           平成23年 6月 1日
     0877-85-5521  (0877-21-6004)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27302-4121-5 もも調剤薬局 〒762-0087 （調基１）第252号         平成28年 4月 1日
     丸薬121 丸亀市飯山町西坂元７０５番地１ （調）第66号              平成28年 4月 1日
     ５ （後発調２）第342号       平成28年 9月 1日
     0877-56-8577  (0877-56-8578) （か薬）第232号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第652号           平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27402-4122-3 アロハ薬局 〒763-0023 （調基１）第253号         平成28年 4月 1日
     丸薬122 丸亀市本町１０５番地１丸亀フロ （調）第99号              平成28年 5月27日
     ントビル１階６号 （後発調１）第436号       平成28年 7月 1日
     0877-85-5563  (0877-85-5564) （在調）第121号           平成29年 1月 1日
     （か薬）第242号           平成28年 5月 1日
     （在薬）第658号           平成24年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日   32

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  27502-4123-1 クオール薬局　飯山町〒762-0082 （調基１）第254号         平成28年 4月 1日
     丸薬123 店 丸亀市飯山町川原１０８８番地５ （後発調１）第460号       平成28年 9月 1日
     0877-98-1600  (0877-98-1616) （か薬）第151号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第670号           平成24年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27602-4124-9 ＮＰ城西調剤薬局 〒763-0052 （調基１）第271号         平成28年 4月 1日
     丸薬124 丸亀市津森町１１０８－１ （調）第27号              平成28年 4月 1日
     0877-23-5222  (0877-23-5223) （後発調２）第254号       平成28年 4月 1日
     （在調）第120号           平成28年12月 1日
     （か薬）第177号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第676号           平成24年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27702-4125-6 アイプラス調剤薬局　〒763-0081 （調基１）第272号         平成28年 4月 1日
     丸薬125 土器西店 丸亀市土器町西一丁目１４３９－ （在薬）第685号           平成25年 3月 1日
     １
     0877-85-3077  (0877-85-3088)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27802-4126-4 ＮＰ山ノ北調剤薬局 〒763-0073 （調基３）第18号          平成28年 4月 1日
     丸薬126 丸亀市柞原町７７６番地７ （在薬）第689号           平成25年 4月 1日
     0877-23-6331  (0877-23-6301)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27902-4127-2 辻上薬局　郡家店 〒763-0093 （調基１）第255号         平成28年 4月 1日
     丸薬127 丸亀市郡家町字八幡下２４８８番 （調）第28号              平成28年 4月 1日
     地１ （後発調２）第305号       平成28年 5月 1日
     0877-85-8906  (0877-85-8907) （薬菌）第14号            平成28年12月 1日
     （在調）第98号            平成28年 5月 1日
     （か薬）第178号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第700号           平成25年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28002-4128-0 ザグザグ薬局　丸亀中〒763-0033 （調基１）第256号         平成28年 4月 1日
     丸薬128 府店 丸亀市中府町一丁目３番１号 （後発調１）第332号       平成28年 4月 1日
     0877-58-0525  (0877-58-0525) （在薬）第710号           平成25年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28102-4129-8 アイプラス薬局　川西〒763-0092 （調基１）第257号         平成28年 4月 1日
     丸薬129 店 丸亀市川西町南１０６１番地５ （後発調２）第350号       平成28年11月 1日
     0877-85-7575  (0877-85-8130) （か薬）第355号           平成29年 6月 1日
     （在薬）第712号           平成25年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28202-4130-6 レデイ薬局　丸亀城東〒763-0013 （調基１）第258号         平成28年 4月 1日
     丸薬130 店 丸亀市城東町三丁目１０番１９ （後発調２）第337号       平成28年 8月 1日
     0877-35-8767  (0877-58-4027) （在薬）第742号           平成26年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28302-4131-4 さつき薬局 〒763-0012 （調基１）第259号         平成28年 4月 1日
     丸薬131 丸亀市土居町２丁目７ー２３ （後発調１）第335号       平成28年 4月 1日
     0877-35-9913  (0877-35-9923) （在薬）第755号           平成26年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日   33

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  28402-4132-2 そうごう薬局　丸亀今〒763-0051 （調基３）第19号          平成28年 4月 1日
     丸薬132 津店 丸亀市今津町２４２ー５ （後発調２）第255号       平成28年 4月 1日
     0877-21-0231  (0877-21-0232) （在調）第110号           平成28年 8月 1日
     （か薬）第234号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第766号           平成27年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28502-4133-0 アライブ薬局　飯山店〒762-0083 （調基１）第484号         平成29年 4月 1日
     丸薬133 丸亀市飯山町下法軍寺３８０番地 （在薬）第813号           平成29年 4月 1日
     １
     0877-56-8320  (0877-56-8321)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28602-4134-8 やまもも調剤薬局 〒763-0034 （調基１）第493号         平成29年 6月 1日
     丸薬134 丸亀市大手町三丁目３番２１号 （在薬）第816号           平成29年 6月 1日
     0877-85-9070  (0877-85-9080)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28703-4025-6 ヒライ薬局 〒762-0006 （調基１）第273号         平成28年 4月 1日
     坂薬25 坂出市旭町二丁目６番５０号
     0877-45-8808  (0877-45-8808)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28803-4029-8 大屋富薬局 〒762-0015 （調基１）第275号         平成28年 4月 1日
     坂薬29 坂出市大屋冨町２０３４番地 （後発調２）第256号       平成28年 4月 1日
     0877-47-0457  (0877-47-4047) （在薬）第155号           平成 9年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28903-4034-8 株式会社　エンジェル〒762-0006 （調基１）第276号         平成28年 4月 1日
     坂薬34 　旭町調剤薬局 坂出市旭町三丁目１番８号 （調）第97号              平成28年 5月 1日
     0877-45-0405  (0877-45-7312) （後発調２）第257号       平成28年 4月 1日
     （か薬）第56号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第156号           平成 9年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29003-4040-5 有限会社　フレンド調〒762-0025 （調基１）第277号         平成28年 4月 1日
     坂薬40 剤薬局 坂出市川津町２８０５番地８ （調）第107号             平成28年 4月 1日
     0877-46-1168  (0877-45-7833) （か薬）第57号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第140号           平成 9年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29103-4042-1 有限会社　アインス　〒762-0007 （調基１）第278号         平成28年 4月 1日
     坂薬42 オレンジ薬局 坂出市室町二丁目１番１７号 （調）第90号              平成28年 4月 1日
     0877-44-0634  (0877-44-1278) （薬菌）第23号            平成29年 2月 1日
     （在調）第50号            平成26年10月 1日
     （か薬）第288号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第113号           平成 7年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29203-4044-7 有限会社　正木薬局　〒762-0023 （調基１）第279号         平成28年 4月 1日
     坂薬44 あおい調剤薬局 坂出市加茂町５０１番地７ （後発調１）第480号       平成29年 2月 1日
     0877-48-2580  (0877-48-2522) （在薬）第226号           平成12年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日   34

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  29303-4046-2 林田調剤薬局 〒762-0012 （調基１）第280号         平成28年 4月 1日
     坂薬46 坂出市林田町３３３１番地３ （在薬）第103号           平成 7年 1月 1日
     0877-47-4432  (0877-47-4454)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29403-4055-3 有限会社　正木薬局　〒762-0023 （調基２）第6号           平成28年 4月 1日
     坂薬55 かも店 坂出市加茂町５７８番地５ （後発調２）第259号       平成28年 4月 1日
     0877-48-1177  (0877-48-1166) （か薬）第58号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第227号           平成12年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29503-4057-9 有限会社　アップル調〒762-0007 （調基１）第281号         平成28年 4月 1日
     坂薬57 剤薬局 坂出市室町一丁目１番１９号 （後発調１）第336号       平成28年 4月 1日
     0877-46-0952  (0877-46-0953) （在薬）第199号           平成11年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29603-4058-7 オリーヴの樹薬局 〒762-0041 （調基１）第282号         平成28年 4月 1日
     坂薬58 坂出市八幡町三丁目２番１８号 （調）第136号             平成29年 1月 1日
     0877-44-5353  (0877-44-5355) （後発調１）第412号       平成28年 5月 1日
     （か薬）第59号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第776号           平成27年11月20日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29703-4059-5 有限会社　ミドリ調剤〒762-0024 （調基１）第283号         平成28年 4月 1日
     坂薬59 薬局 坂出市府中町２５９番地２ （後発調１）第337号       平成28年 4月 1日
     0877-56-3981  (0877-56-3982) （後発調２）第318号       平成28年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29803-4060-3 誠昌堂薬局 〒762-0042 （調基１）第296号         平成28年 4月 1日
     坂薬60 坂出市白金町二丁目４番８号 （在薬）第649号           平成24年 4月 1日
     0877-46-3239  (0877-46-1520)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29903-4062-9 コスモ調剤薬局　室町〒762-0007 （調基１）第284号         平成28年 4月 1日
     坂薬62 店 坂出市室町三丁目１番５号 （後発調１）第338号       平成28年 4月 1日
     0877-46-0505  (0877-46-0606) （か薬）第371号           平成29年 7月 1日
     （在薬）第221号           平成11年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30003-4065-2 有限会社フレンド調剤〒762-0032 （調基１）第297号         平成28年 4月 1日
     坂薬65 薬局　駅前店 坂出市駒止町１丁目４番２４号 （在薬）第298号           平成13年10月 1日
     0877-59-2668  (0877-59-2669)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30103-4066-0 みずほ調剤薬局 〒762-0011 （調基１）第285号         平成28年 4月 1日
     坂薬66 坂出市江尻町１５７８番地５ （在薬）第443号           平成16年12月 1日
     0877-59-1270  (0877-59-1271)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30203-4068-6 京町薬局　西庄店 〒762-0021 （調基１）第299号         平成28年 4月 1日
     坂薬68 坂出市西庄町１７８番地４ （調）第29号              平成28年 4月 1日
     0877-45-8986  (0877-45-8997) （後発調１）第339号       平成28年 4月 1日
     （か薬）第61号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第459号           平成17年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日   35

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  30303-4070-2 ＮＰ元町調剤薬局 〒762-0032 （調基１）第490号         平成29年 4月 1日
     坂薬70 坂出市駒止町二丁目１番４０号 （調）第165号             平成29年 4月 1日
     0877-44-3255  (0877-44-3275) （後発調１）第468号       平成28年11月 1日
     （在調）第12号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第62号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第535号           平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30403-4071-0 大学薬局　むろまち 〒762-0007 （調基２）第7号           平成28年 4月 1日
     坂薬71 坂出市室町３丁目６ー２８ （後発調１）第495号       平成29年 6月 1日
     0877-45-3797  (0877-44-2420) （在薬）第557号           平成20年11月25日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30503-4072-8 株式会社　三河薬品　〒762-0005 （調基１）第286号         平成28年 4月 1日
     坂薬72 ミカワ調剤薬局　坂出坂出市横津町三丁目２番３３号 （在薬）第562号           平成20年12月 1日
     横津店 0877-59-1866  (0877-59-1866)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30603-4074-4 しろがね薬局 〒762-0042 （調基１）第287号         平成28年 4月 1日
     坂薬74 坂出市白金町三丁目６番１５号 （後発調１）第440号       平成28年 7月 1日
     0877-45-5800  (0877-45-5400) （在薬）第594号           平成22年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30703-4075-1 京町薬局　川津店 〒762-0025 （調基１）第288号         平成28年 4月 1日
     坂薬75 坂出市川津町字東山２４９６－６ （後発調２）第260号       平成28年 4月 1日
     0877-59-0383  (0877-59-0384) （在薬）第636号           平成23年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30803-4077-7 イオン薬局坂出店 〒762-0001 （調基１）第300号         平成28年 4月 1日
     坂薬77 坂出市京町１丁目４－１８ （在薬）第706号           平成25年 9月 1日
     0877-83-6288  (0877-83-6291)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30903-4078-5 末沢薬局 〒762-0005 （調基１）第301号         平成28年 4月 1日
     坂薬78 坂出市横津町二丁目５番１８号 （在薬）第681号           平成25年 1月 1日
     0877-46-2937  (0877-45-7062)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31003-4079-3 そうごう薬局　坂出店〒762-0045 （調基３）第22号          平成28年 4月 1日
     坂薬79 坂出市元町１丁目５番２１号 （後発調１）第413号       平成28年 5月 1日
     0877-45-5751  (0877-45-5752) （か薬）第63号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第686号           平成25年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31103-4080-1 薬局　日本メディカル〒762-0007 （調基３）第23号          平成28年 4月 1日
     坂薬80 坂出市室町三丁目６番２６号 （後発調２）第262号       平成28年 4月 1日
     0877-85-8975  (0877-85-8976) （在調）第73号            平成27年12月 1日
     （か薬）第311号           平成28年 9月 1日
     （在薬）第690号           平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31203-4081-9 アイプラス薬局　坂出〒762-0045 （調基１）第290号         平成28年 4月 1日
     坂薬81 店 坂出市元町１丁目３７６２ー４ （後発調１）第491号       平成29年 4月 1日
     0877-85-7851  (0877-85-7853) （在薬）第713号           平成25年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日   36

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  31303-4083-5 さわやか薬局 〒762-0043 （調基１）第291号         平成28年 4月 1日
     坂薬83 坂出市寿町二丁目６番３２号 （後発調１）第395号       平成28年 4月 1日
     0877-43-2344  (0877-46-5729) （か薬）第294号           平成28年 7月 1日
     （在薬）第734号           平成26年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31403-4084-3 有限会社　ふじみ調剤〒762-0043 （調基２）第8号           平成28年 4月 1日
     坂薬84 薬局 坂出市寿町三丁目１ー５９ （後発調２）第355号       平成29年 1月 1日
     0877-44-4858  (0877-44-4862) （か薬）第332号           平成29年 2月 1日
     （在薬）第751号           平成26年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31503-4085-0 マツイ薬局 〒762-0043 （調基２）第9号           平成28年 4月 1日
     坂薬85 坂出市寿町三丁目１ー５７ （後発調２）第306号       平成28年 6月 1日
     0877-59-0456  (0877-59-0457) （か薬）第375号           平成29年 7月 1日
     （在薬）第752号           平成26年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31603-4087-6 春日調剤薬局 〒762-0025 （調基１）第292号         平成28年 4月 1日
     坂薬87 坂出市川津町２９７８番地４ （後発調２）第263号       平成28年 4月 1日
     0877-45-1588  (0877-45-7337) （在薬）第756号           平成27年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31703-4088-4 マツイ薬局　文京店 〒762-0031 （調基１）第293号         平成28年 4月 1日
     坂薬88 坂出市文京町１ー２ー３５ （調）第172号             平成29年 5月 1日
     0877-85-6523  (0877-85-6524) （か薬）第351号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第757号           平成27年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31803-4089-2 レデイ薬局　坂出中央〒762-0043 （調基１）第294号         平成28年 4月 1日
     坂薬89 店 坂出市寿町二丁目６番３５号 （後発調２）第330号       平成28年 8月 1日
     0877-85-5440  (0877-44-2158) （在薬）第762号           平成27年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31903-4092-6 おざき薬局　坂出店 〒762-0033 （調基１）第295号         平成28年 4月 1日
     坂薬92 坂出市谷町一丁目４番２１号 （後発調１）第344号       平成28年 4月 1日
     0877-44-5630  (0877-44-5631) （在薬）第784号           平成28年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32003-4093-4 ＮＰこまどめ調剤薬局〒762-0032 （調基１）第465号         平成28年 9月 1日
     坂薬93 坂出市駒止町一丁目３番５号　ラ （調）第125号             平成28年 9月 1日
     イフスクエア坂出１階 （後発調２）第386号       平成29年 4月 1日
     0877-59-2566  (0877-59-2526) （在調）第86号            平成28年 4月 1日
     （か薬）第168号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第792号           平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32103-4094-2 イルカ調剤薬局 〒762-0006 （調基１）第471号         平成28年12月 1日
     坂薬94 坂出市旭町三丁目１番１１号 （後発調２）第375号       平成29年 3月 1日
     0877-46-1193  (0877-46-0019) （在薬）第805号           平成28年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32203-4095-9 有限会社　フレンド調〒762-0033 （調基１）第473号         平成28年12月 7日
     坂薬95 剤薬局　谷町店 坂出市谷町一丁目４番９号 （在薬）第806号           平成28年12月 7日
     0877-45-8868  (0877-46-4895)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日   37

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  32304-4018-9 有限会社　マツウラ薬〒765-0011 （調基１）第234号         平成28年 4月 1日
     善薬18 局 善通寺市上吉田町七丁目２番１０
     号
     0877-63-4100  (0877-62-4505)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32404-4028-8 フジヤ調剤薬局 〒765-0033 （調基１）第235号         平成28年 4月 1日
     善薬28 善通寺市木徳町１０７３番地１ （調）第182号             平成29年 6月 1日
     0877-56-5255  (0877-56-5256) （か薬）第372号           平成29年 6月 1日
     （在薬）第547号           平成20年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32504-4031-2 ハーブ調剤薬局 〒765-0003 （調基１）第246号         平成28年 4月 1日
     善薬31 善通寺市善通寺町一丁目７番１６ （調）第146号             平成29年 2月 1日
     号 （か薬）第159号           平成28年 4月 1日
     0877-56-5561  (0877-56-5562) （在薬）第190号           平成11年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32604-4034-6 ササキ調剤薬局 〒765-0012 （調基１）第236号         平成28年 4月 1日
     善薬34 善通寺市上吉田町２７６番地２ （か薬）第135号           平成28年 4月 1日
     0877-63-6255  (0877-63-6256) （在薬）第268号           平成12年11月 4日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32704-4037-9 コスモ調剤薬局　善通〒765-0011 （調基１）第238号         平成28年 4月 1日
     善薬37 寺店 善通寺市上吉田町５丁目１番２１ （後発調２）第264号       平成28年 4月 1日
     号 （在薬）第328号           平成14年 4月 1日
     0877-63-3737  (0877-63-5511)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32804-4039-5 有限会社　すまいる調〒765-0052 （調基１）第239号         平成28年 4月 1日
     善薬39 剤薬局 善通寺市大麻町２０６５番地４　 （後発調２）第265号       平成28年 4月 1日
     0877-64-0602  (0877-64-0603) （在薬）第400号           平成15年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32904-4041-1 有限会社　アインス　〒765-0073 （調基１）第240号         平成28年 4月 1日
     善薬41 調剤薬局ハーモニー 善通寺市中村町９００番地１ （調）第30号              平成28年 4月 1日
     0877-63-5952  (0877-63-6220) （後発調２）第266号       平成28年 4月 1日
     （薬菌）第10号            平成28年12月 1日
     （在調）第87号            平成28年 4月 1日
     （か薬）第137号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第434号           平成16年 8月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33004-4042-9 株式会社　三河薬品　〒765-0003 （調基１）第241号         平成28年 4月 1日
     善薬42 ミカワ調剤薬局　善通善通寺市善通寺町五丁目３番１４ （在薬）第471号           平成18年 1月 1日
     寺店 号
     0877-63-5456  (0877-63-5456)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33104-4044-5 ふたば薬局 〒765-0032 （調基１）第242号         平成28年 4月 1日
     善薬44 善通寺市原田町１４２０番地１ （調）第31号              平成28年 4月 1日
     0877-62-1322  (0877-62-1325) （後発調２）第267号       平成28年 4月 1日
     （か薬）第138号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第600号           平成22年 7月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日   38

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  33204-4045-2 ひかり薬局　善通寺店〒765-0053 （調基１）第247号         平成28年 4月 1日
     善薬45 善通寺市生野町字山端１８５２番 （調）第105号             平成28年 4月 1日
     地１ （後発調２）第392号       平成29年 5月 1日
     0877-85-6781  (0877-85-6782) （在調）第14号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第16号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第601号           平成22年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33304-4047-8 すずかぜ薬局　善通寺〒765-0001 （調基１）第243号         平成28年 4月 1日
     善薬47 店 善通寺市仙遊町１丁目８番７号 （後発調１）第348号       平成28年 4月 1日
     0877-85-8661  (0877-85-8662)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33404-4050-2 ひまわり薬局善通寺 〒765-0003 （調基１）第249号         平成28年 4月 1日
     善薬50 善通寺市善通寺町４丁目７番２９ （か薬）第352号           平成29年 5月 1日
     号 （在薬）第698号           平成25年 5月 1日
     0877-62-1222  (0877-62-7810)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33504-4051-0 コトブキ調剤薬局 〒765-0003 （調基３）第24号          平成28年 4月 1日
     善薬51 善通寺市善通寺町四丁目７番２５ （後発調１）第415号       平成28年 5月 1日
     号 （か薬）第295号           平成28年 7月 1日
     0877-63-5502  (0877-62-0331) （在薬）第699号           平成25年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33604-4052-8 ＮＰ医療センター前調〒765-0001 （調基１）第244号         平成28年 4月 1日
     善薬52 剤薬局 善通寺市仙遊町１丁目７番１０号 （調）第32号              平成28年 4月 1日
     魚辰ハイツ１階 （後発調１）第349号       平成28年 4月 1日
     0877-62-0303  (0877-62-0301) （在調）第88号            平成28年 4月 1日
     （か薬）第144号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第704号           平成25年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33704-4053-6 つくし薬局 〒765-0032 （調基１）第250号         平成28年 4月 1日
     善薬53 善通寺市原田町１５６０番地１ （調）第33号              平成28年 4月 1日
     0877-85-7721  (0877-85-7731) （後発調２）第268号       平成28年 4月 1日
     （か薬）第204号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第735号           平成26年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33804-4056-9 松下温故堂すみれ調剤〒765-0011 （調基１）第251号         平成28年 4月 1日
     善薬56 薬局 善通寺市上吉田町四丁目４番２号 （後発調２）第269号       平成28年 4月 1日
     １階 （在薬）第771号           平成27年10月 1日
     0877-35-7477  (0877-35-7478)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33904-4057-7 やどめ調剤薬局 〒765-0071 （調基２）第21号          平成28年 6月 1日
     善薬57 善通寺市弘田町８９９番地１ （後発調１）第350号       平成28年 4月 1日
     0877-63-3520  (0877-63-4575) （か薬）第315号           平成28年 9月 1日
     （在薬）第778号           平成28年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日   39

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  34004-4058-5 アライブ薬局　本郷通〒765-0011 （調基１）第485号         平成29年 4月 1日
     善薬58 り店 善通寺市上吉田町二丁目３番２０ （在薬）第812号           平成29年 4月 1日
     号
     0877-64-0250  (0877-64-0251)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34104-4059-3 すずかぜ薬局　善通寺〒765-0003 （在薬）第817号           平成29年 7月 1日
     善薬59 店 善通寺市善通寺町四丁目７番２７
     号
     0877-85-8661  (0877-85-8662)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34205-4010-3 株式会社　快生堂薬局〒768-0060 （調基１）第303号         平成28年 4月 1日
     観薬10 　本店 観音寺市観音寺町甲１１５７番地 （在薬）第23号            平成 6年10月 1日
     １
     0875-25-3606  (0875-25-2302)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34305-4019-4 ふじや薬品　株式会社〒768-0060 （調基１）第304号         平成28年 4月 1日
     観薬19 　ふじや薬局 観音寺市観音寺町甲２９９３番地 （調）第82号              平成28年 4月 1日
     １ （在調）第97号            平成28年 4月 1日
     0875-25-2884  (0875-25-8600) （か薬）第42号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第152号           平成 9年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34405-4026-9 有限会社　ヤマニ薬局〒768-0066 （調基１）第331号         平成28年 4月 1日
     観薬26 観音寺市昭和町一丁目６番地４１ （在薬）第29号            平成 6年10月 1日
     号
     0875-23-0502  (0878-23-0566)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34505-4031-9 株式会社　西部ファー〒768-0060 （調基１）第305号         平成28年 4月 1日
     観薬31 マシー　ひまわり調剤観音寺市観音寺町甲２９８７番地 （在調）第77号            平成28年 2月 1日
     薬局　春日 0875-24-3863  (0875-24-3864) （か薬）第17号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第31号            平成 6年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34605-4034-3 有限会社　いずみや調〒768-0011 （調基１）第306号         平成28年 4月 1日
     観薬34 剤薬局 観音寺市出作町１１１７番地４ （在薬）第171号           平成10年 8月 1日
     0875-25-4407  (0875-25-4784)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34705-4036-8 ナショナル調剤薬局 〒768-0002 （調基１）第307号         平成28年 4月 1日
     観薬36 観音寺市高屋町８０３番地１ （調）第173号             平成29年 5月 1日
     0875-56-0012  (0875-56-0015) （後発調２）第376号       平成29年 4月 1日
     （か薬）第341号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第348号           平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34805-4038-4 こまつ薬局古川 〒768-0023 （調基１）第309号         平成28年 4月 1日
     観薬38 観音寺市古川町字切石１９５ （後発調１）第427号       平成28年 6月 1日
     0875-56-0555  (0875-56-0556) （在薬）第429号           平成16年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日   40

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  34905-4042-6 快生堂　茂木調剤薬局〒768-0069 （調基１）第311号         平成28年 4月 1日
     観薬42 観音寺市茂木町五丁目２番３号 （後発調２）第270号       平成28年 4月 1日
     0875-57-5117  (0875-57-5084) （在薬）第223号           平成11年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35005-4043-4 株式会社　三河薬品　〒768-0023 （調基１）第312号         平成28年 4月 1日
     観薬43 ＤＲＵＧミカワ調剤薬観音寺市古川町切石２８９番地１ （後発調２）第271号       平成28年 4月 1日
     局　観音寺店 0875-25-7077  (0875-25-7077) （在薬）第233号           平成12年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35105-4044-2 サンシャインスター薬〒768-0040 （調基１）第313号         平成28年 4月 1日
     観薬44 局 観音寺市柞田町甲８４１番地 （調）第174号             平成29年 5月 1日
     0875-57-5315  (0875-57-5316) （後発調２）第379号       平成29年 4月 1日
     （在調）第31号            平成25年 9月 1日
     （か薬）第236号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第275号           平成13年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35205-4046-7 ことひき薬局 〒768-0070 （調基１）第332号         平成28年 4月 1日
     観薬46 観音寺市南町五丁目４番６６号 （在薬）第375号           平成14年12月 1日
     0875-56-0062  (0875-56-0527)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35305-4047-5 快生堂　くにた調剤薬〒768-0040 （調基１）第314号         平成28年 4月 1日
     観薬47 局 観音寺市柞田町甲６０６番地１ （後発調２）第319号       平成28年 6月 1日
     0875-24-1339  (0875-24-1359) （在薬）第388号           平成15年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35405-4048-3 そうごう薬局　観音寺〒768-0072 （調基３）第25号          平成28年 4月 1日
     観薬48 店 観音寺市栄町三丁目５番２号 （後発調２）第343号       平成28年 9月 1日
     0875-25-6551  (0875-25-6552) （在調）第34号            平成26年 3月 1日
     （か薬）第43号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第413号           平成16年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35505-4049-1 ファーマシィ観音寺薬〒768-0012 （調基１）第310号         平成28年 4月 1日
     観薬49 局 観音寺市植田町１００８番地１ （調）第34号              平成28年 4月 1日
     0875-57-6860  (0875-25-0256) （か薬）第19号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第460号           平成17年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35605-4050-9 ひまわり調剤薬局　大〒769-1611 （調基１）第315号         平成28年 4月 1日
     観薬50 野原 観音寺市大野原町大野原２１０５ （調）第35号              平成28年 4月 1日
     番地３ （在調）第89号            平成28年 4月 1日
     0875-56-4120  (0875-56-4121) （か薬）第185号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第219号           平成11年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35705-4052-5 ヒロ調剤薬局 〒769-1613 （調基１）第333号         平成28年 4月 1日
     観薬52 観音寺市大野原町花稲８００番地 （調）第129号             平成28年11月 1日
     0875-56-3193  (0875-56-3093) （か薬）第190号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第390号           平成15年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日   41

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  35805-4054-1 株式会社　西部ファー〒769-1601 （調基１）第316号         平成28年 4月 1日
     観薬54 マシー　ひまわり調剤観音寺市豊浜町姫浜８６３番地２ （後発調１）第456号       平成28年 9月 1日
     薬局　三豊 0875-52-5100  (0875-52-5800) （在薬）第216号           平成11年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35905-4055-8 ケイ・アイ薬局 〒769-1601 （調基１）第317号         平成28年 4月 1日
     観薬55 観音寺市豊浜町姫浜８３０番地 （調）第131号             平成28年12月 1日
     0875-52-1818  (0875-52-1828) （後発調１）第499号       平成29年 7月 1日
     （か薬）第44号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第343号           平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36005-4056-6 姫浜調剤薬局 〒769-1601 （調基１）第318号         平成28年 4月 1日
     観薬56 観音寺市豊浜町姫浜８６９番地１ （在薬）第149号           平成 9年10月 1日
     0875-52-1733  (0875-52-1750)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36105-4057-4 快生堂豊浜調剤薬局 〒769-1601 （調基１）第319号         平成28年 4月 1日
     観薬57 観音寺市豊浜町姫浜８６５番地１ （後発調１）第458号       平成28年 9月 1日
     0875-56-3260  (0875-56-3261) （在薬）第218号           平成11年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36205-4060-8 第健調剤薬局 〒769-1601 （調基２）第10号          平成28年 4月 1日
     観薬60 観音寺市豊浜町姫浜８４４番地２ （後発調２）第333号       平成28年 8月 1日
     0875-56-3477  (0875-56-3478) （か薬）第373号           平成29年 7月 1日
     （在薬）第425号           平成16年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36305-4061-6 フジヤ中央調剤薬局 〒768-0060 （調基１）第320号         平成28年 4月 1日
     観薬61 観音寺市観音寺町甲３１３２番地 （調）第83号              平成28年 4月 1日
     0875-57-6800  (0875-57-5660) （か薬）第45号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第475号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36405-4062-4 エコ調剤薬局　観音寺〒768-0012 （調基１）第321号         平成28年 4月 1日
     観薬62 観音寺市植田町４０４番地４ （後発調１）第417号       平成28年 5月 1日
     0875-24-5655  (0875-24-5657) （か薬）第267号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第484号           平成18年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36505-4063-2 アイ・ヤマニ調剤薬局〒769-1601 （調基１）第322号         平成28年 4月 1日
     観薬63 観音寺市豊浜町姫浜８７０番地１ （後発調２）第327号       平成28年 7月 1日
     0875-56-3411  (0875-56-3412) （在薬）第487号           平成18年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36605-4065-7 きづな調剤薬局 〒768-0013 （調基１）第323号         平成28年 4月 1日
     観薬65 観音寺市村黒町７６８番３ （調）第81号              平成28年 5月 1日
     0875-24-4976  (0875-24-4977) （後発調２）第307号       平成28年 5月 1日
     （か薬）第46号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第539号           平成20年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36705-4068-1 有限会社　石川薬局 〒768-0060 （調基１）第324号         平成28年 4月 1日
     観薬68 観音寺市観音寺町甲３０２７ー６ （在薬）第572号           平成21年 7月 1日
     0875-25-3884  (0875-25-3216)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日   42

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  36805-4069-9 スター薬局　柞田店 〒768-0040 （調基１）第325号         平成28年 4月 1日
     観薬69 観音寺市柞田町甲１９３９番地１ （後発調２）第328号       平成28年 7月 1日
     ０ （在調）第40号            平成26年 4月 1日
     0875-56-1280  (0875-56-1278) （か薬）第335号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第602号           平成22年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36905-4070-7 はないな薬局 〒769-1613 （調基２）第11号          平成28年 4月 1日
     観薬70 観音寺市大野原町花稲８２７番地 （後発調１）第464号       平成28年10月 1日
     １ （か薬）第189号           平成28年 4月 1日
     0875-56-3181  (0875-56-3180) （在薬）第614号           平成22年11月19日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37005-4071-5 もとだい調剤薬局 〒768-0022 （調基１）第326号         平成28年 4月 1日
     観薬71 観音寺市本大町１７２１番地１ （後発調１）第357号       平成28年 4月 1日
     0875-23-3366  (0875-23-3368) （後発調２）第308号       平成28年 5月 1日
     （か薬）第65号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第637号           平成23年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37105-4072-3 京町薬局　観音寺店 〒768-0061 （調基１）第334号         平成28年 4月 1日
     観薬72 観音寺市八幡町一丁目５番３２号 （後発調２）第309号       平成28年 5月 1日
     0875-56-0001  (0875-56-0009) （か薬）第47号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第691号           平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37205-4073-1 コスモ調剤薬局　観音〒768-0067 （調基１）第327号         平成28年 4月 1日
     観薬73 寺店 観音寺市坂本町七丁目５番２１号 （後発調１）第359号       平成28年 4月 1日
     0875-24-8191  (0875-24-8193) （在薬）第692号           平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37305-4074-9 ファーマシィ観音寺第〒768-0012 （調基１）第328号         平成28年 4月 1日
     観薬74 ２薬局 観音寺市植田町１９３０番地 （調）第162号             平成29年 4月 1日
     0875-57-6120  (0875-57-6120) （か薬）第48号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第761号           平成27年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37405-4075-6 スター薬局　大野原店〒769-1611 （調基１）第329号         平成28年 4月 1日
     観薬75 観音寺市大野原町大野原４１１３ （調）第151号             平成29年 3月 1日
     番地１ （後発調２）第320号       平成28年 6月 1日
     0875-23-6001  (0875-23-6002) （在調）第95号            平成28年 5月 1日
     （か薬）第312号           平成28年10月 1日
     （在薬）第785号           平成28年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37506-4007-7 有限会社　しらかば　〒769-2101 （調基１）第335号         平成28年 4月 1日
     さ薬7 ハッピー薬局　こぐまさぬき市志度４４５０番地６
     店 087-894-9620  (087-894-9620)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37606-4008-5 たんぽぽ調剤薬局 〒769-2312 （調基１）第336号         平成28年 4月 1日
     さ薬8 さぬき市造田是弘７９２番地１０ （調）第101号             平成28年 5月27日
     0879-53-2783  (0879-53-2174) （後発調１）第360号       平成28年 4月 1日
     （か薬）第280号           平成28年 5月27日
     （在薬）第482号           平成18年 5月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日   43

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  37706-4013-5 有限会社　片山薬局 〒769-2321 （調基１）第337号         平成28年 4月 1日
     さ薬13 さぬき市寒川町石田東甲３８５番 （調）第124号             平成28年 9月 1日
     地１０ （か薬）第309号           平成28年 9月 1日
     0879-43-0051  (0879-43-0052) （在薬）第256号           平成12年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37806-4015-0 有限会社　しらかばハ〒769-2101 （調基１）第338号         平成28年 4月 1日
     さ薬15 ッピー薬局 さぬき市志度１９００番地７ （在薬）第272号           平成13年 3月 1日
     087-894-8392  (087-894-8392)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37906-4016-8 みなみ風調剤薬局　津〒769-2401 （調基１）第339号         平成28年 4月 1日
     さ薬16 田店 さぬき市津田町津田１６６６番地 （後発調１）第466号       平成28年11月 1日
     ５ （在薬）第294号           平成13年 9月 1日
     0879-23-7150  (0879-42-3327)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38006-4017-6 みなみ風調剤薬局　長〒769-2302 （調基１）第340号         平成28年 4月 1日
     さ薬17 尾店 さぬき市長尾西９５８番地４ （在薬）第295号           平成13年 9月 1日
     0879-23-6222  (0879-23-6226)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38106-4020-0 ホワイト薬局 〒769-2101 （調基１）第341号         平成28年 4月 1日
     さ薬20 さぬき市志度８６９番地４ （調）第36号              平成28年 4月 1日
     087-814-2772  (087-814-2775) （後発調２）第272号       平成28年 4月 1日
     （か薬）第120号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第337号           平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38206-4021-8 あさ調剤薬局 〒769-2321 （調基１）第342号         平成28年 4月 1日
     さ薬21 さぬき市寒川町石田東甲３８５番 （在薬）第358号           平成14年 7月 1日
     地１
     0879-43-2838  (0879-43-2839)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38306-4022-6 ハッピー薬局　ありす〒769-2101 （調基１）第343号         平成28年 4月 1日
     さ薬22 店 さぬき市志度３６３番地８ （在薬）第359号           平成14年 7月 1日
     087-894-4830  (087-894-4830)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38406-4024-2 レデイさぬきしど調剤〒769-2101 （調基１）第344号         平成28年 4月 1日
     さ薬24 薬局 さぬき市志度６３２番地４ （在薬）第437号           平成16年 9月 1日
     087-894-7234  (087-894-8070)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38506-4025-9 （有）松村薬局しど調〒769-2101 （調基１）第345号         平成28年 4月 1日
     さ薬25 剤薬局 さぬき市志度２４９３番地２ （調）第142号             平成29年 2月 1日
     087-894-6171  (087-894-6172) （後発調２）第273号       平成28年 4月 1日
     （か薬）第268号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第494号           平成18年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日   44

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  38606-4026-7 ひだまり調剤薬局 〒761-0904 （調基１）第346号         平成28年 4月 1日
     さ薬26 さぬき市大川町田面王子７８番地 （後発調１）第418号       平成28年 5月 1日
     ９ （後発調２）第387号       平成29年 5月 1日
     0879-43-1755  (0879-43-1756) （在調）第101号           平成28年 6月 1日
     （か薬）第235号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第518号           平成19年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38706-4027-5 有限会社　松村薬局　〒769-2401 （調基１）第347号         平成28年 4月 1日
     さ薬27 津田店 さぬき市津田町津田１０４８ー８ （調）第71号              平成28年 4月 1日
     0879-42-5704  (0879-42-5708) （か薬）第237号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第556号           平成20年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38806-4028-3 くま薬局　志度店 〒769-2101 （調基１）第348号         平成28年 4月 1日
     さ薬28 さぬき市志度２３８３ー８ （後発調２）第274号       平成28年 4月 1日
     087-894-6180  (087-894-6181) （か薬）第141号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第564号           平成21年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38906-4029-1 なの花薬局　大川店 〒769-2321 （調基１）第349号         平成28年 4月 1日
     さ薬29 さぬき市寒川町石田東甲４０４ー （調）第91号              平成28年 5月 1日
     １ （薬菌）第26号            平成29年 5月 1日
     0879-43-2589  (0879-43-6791) （在調）第42号            平成26年 7月 1日
     （か薬）第18号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第578号           平成21年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39006-4031-7 ＫＣかがわ調剤薬局 〒769-2323 （調基１）第463号         平成28年 7月 1日
     さ薬31 さぬき市寒川町神前１５２４番地 （調）第110号             平成28年 7月 1日
     ３ （後発調１）第401号       平成28年 4月 1日
     0879-43-0336  (0879-43-0337) （か薬）第238号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第593号           平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39106-4032-5 なの花薬局　つるわ店〒769-2402 （調基１）第350号         平成28年 4月 1日
     さ薬32 さぬき市津田町鶴羽６９番地１ （調）第121号             平成28年 9月 1日
     0879-42-1288  (0879-42-1338) （在調）第113号           平成28年 9月 1日
     （か薬）第66号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第616号           平成22年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39206-4033-3 のぞみ薬局 〒769-2321 （調基１）第351号         平成28年 4月 1日
     さ薬33 さぬき市寒川町石田東甲１７３番 （調）第103号             平成28年 6月 1日
     地 （在調）第107号           平成28年 7月 1日
     0879-43-6656  (0879-43-6887) （か薬）第20号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第632号           平成23年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39306-4034-1 なの花薬局　さぬき店〒769-2321 （調基２）第12号          平成28年 4月 1日
     さ薬34 さぬき市寒川町石田東甲３２２番 （在調）第75号            平成28年 1月 1日
     地１ （か薬）第67号            平成28年 4月 1日
     0879-43-0811  (0879-43-0812) （在薬）第653号           平成24年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日   45

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  39406-4035-8 上薬局　長尾店 〒769-2302 （調基１）第352号         平成28年 4月 1日
     さ薬35 さぬき市長尾西７８０番地２ （調）第152号             平成29年 3月 1日
     0879-52-0701  (0879-52-0702) （後発調２）第310号       平成28年 5月 1日
     （薬菌）第24号            平成29年 2月 1日
     （か薬）第49号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第663号           平成24年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39506-4036-6 多和薬局 〒769-2306 （調基１）第353号         平成28年 4月 1日
     さ薬36 さぬき市多和助光東２９番地４
     0879-29-6978  (0879-29-6988)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39606-4037-4 ひな薬局　志度店 〒769-2101 （調基１）第354号         平成28年 4月 1日
     さ薬37 さぬき市志度１９３９ー１ （在薬）第745号           平成26年10月 1日
     087-813-6701  (087-813-6702)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39707-4005-9 有限会社　妙見屋　妙〒769-2901 （調基１）第355号         平成28年 4月 1日
     東薬5 見屋薬局 東かがわ市引田１８９５番地５ （調）第38号              平成28年 4月 1日
     0879-33-3755  (0879-33-3661) （か薬）第93号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第85号            平成 6年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39807-4006-7 有限会社　松村薬局　〒769-2701 （調基１）第356号         平成28年 4月 1日
     東薬6 松村調剤薬局 東かがわ市湊１８３０番地１ （調）第92号              平成28年 4月 1日
     0879-25-5422  (0879-25-6504) （後発調１）第500号       平成29年 7月 1日
     （薬菌）第5号             平成26年 3月 1日
     （在調）第100号           平成28年 6月 1日
     （か薬）第269号           平成28年 5月12日
     （在薬）第133号           平成 8年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39907-4007-5 有限会社　松村薬局 〒769-2702 （調基１）第357号         平成28年 4月 1日
     東薬7 東かがわ市松原９６９番地１３ （調）第39号              平成28年 4月 1日
     0879-23-1381  (0879-23-1382) （後発調１）第362号       平成28年 4月 1日
     （在調）第90号            平成28年 4月 1日
     （か薬）第68号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第177号           平成10年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40007-4008-3 妙見屋薬局　白鳥店 〒769-2704 （調基１）第358号         平成28年 4月 1日
     東薬8 東かがわ市帰来１番地２２ （在薬）第523号           平成19年 9月 1日
     0879-23-1345  (0879-23-1346)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40107-4009-1 クローバ薬局 〒769-2701 （調基１）第359号         平成28年 4月 1日
     東薬9 東かがわ市湊８４４番地６ （後発調２）第275号       平成28年 4月 1日
     0879-25-4731  (0879-25-4731) （在薬）第257号           平成12年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40207-4012-5 三本松調剤薬局 〒769-2601 （調基１）第360号         平成28年 4月 1日
     東薬12 東かがわ市三本松１６７７番地 （在薬）第319号           平成14年 1月 1日
     0879-24-3300  (0879-24-3202)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日   46

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  40307-4013-3 有限会社　松村薬局　〒769-2602 （調基１）第361号         平成28年 4月 1日
     東薬13 大内店 東かがわ市川東１０１番地 （調）第40号              平成28年 4月 1日
     0879-26-3211  (0879-26-3212) （在調）第91号            平成28年 4月 1日
     （か薬）第69号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第330号           平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40407-4014-1 ＮＰにぶ調剤薬局 〒769-2515 （調基１）第366号         平成28年 4月 1日
     東薬14 東かがわ市町田６９８番地２ （調）第68号              平成28年 4月 1日
     0879-26-3255  (0879-26-3288) （後発調１）第363号       平成28年 4月 1日
     （在調）第17号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第182号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第331号           平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40507-4017-4 コスモ調剤薬局白鳥店〒769-2701 （調基１）第363号         平成28年 4月 1日
     東薬17 東かがわ市湊字岡前８１４ー４ （か薬）第364号           平成29年 6月 1日
     0879-26-3388  (0879-26-3390) （在薬）第566号           平成21年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40607-4018-2 なの花薬局　白鳥店 〒769-2701 （調基１）第367号         平成28年 4月 1日
     東薬18 東かがわ市湊１８３１ー６ （調）第147号             平成29年 2月 1日
     0879-26-0727  (0879-26-0728) （後発調１）第365号       平成28年 4月 1日
     （在調）第66号            平成27年 7月 1日
     （か薬）第308号           平成28年 8月 1日
     （在薬）第580号           平成21年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40707-4020-8 あいおい薬局 〒769-2902 （調基１）第364号         平成28年 4月 1日
     東薬20 東かがわ市馬宿２０７－１ （調）第41号              平成28年 4月 1日
     0879-23-8533  (0879-23-8535) （か薬）第94号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第664号           平成24年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40807-4021-6 日本調剤　白鳥薬局 〒769-2702 （調基１）第365号         平成28年 4月 1日
     東薬21 東かがわ市松原９５９－５ （後発調２）第276号       平成28年 4月 1日
     0879-26-3266  (0879-26-3267) （在調）第72号            平成27年10月 1日
     （か薬）第304号           平成28年 7月 1日
     （在薬）第693号           平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40907-4022-4 ひだまり調剤薬局大内〒769-2601 （調基１）第369号         平成28年 4月 1日
     東薬22 店 東かがわ市三本松１７８５－４ （調）第167号             平成29年 4月 1日
     0879-25-4193  (0879-25-4191) （後発調２）第311号       平成28年 5月 1日
     （か薬）第71号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第707号           平成25年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41007-4023-2 ひだまり調剤薬局　三〒769-2601 （調基１）第370号         平成28年 4月 1日
     東薬23 本松店 東かがわ市三本松３９３ （調）第111号             平成28年 7月 1日
     0879-26-6777  (0879-26-6778) （か薬）第281号           平成28年 5月23日
     （在薬）第727号           平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日   47

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  41107-4024-0 有限会社松村薬局　グ〒769-2702 （調基１）第371号         平成28年 4月 1日
     東薬24 リーンヒル店 東かがわ市松原７９５ （調）第42号              平成28年 4月 1日
     0879-25-6266  (0879-25-6267) （後発調２）第338号       平成28年 8月 1日
     （か薬）第72号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第726号           平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41207-4025-7 ファミリーマート＋ひ〒769-2705 （調基１）第372号         平成28年 4月 5日
     東薬25 だまり調剤薬局　白鳥東かがわ市白鳥田高田９４番地１ （後発調１）第496号       平成29年 6月 1日
     田高田店 0879-25-6622  (0879-25-6623) （在薬）第795号           平成28年 4月 5日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41307-4026-5 有限会社　松村薬局本〒769-2702 （調基１）第477号         平成29年 2月 1日
     東薬26 店 東かがわ市松原９６２番地１ （調）第141号             平成29年 2月 1日
     0879-24-0521  (0879-25-2527) （後発調２）第364号       平成29年 2月 1日
     （在調）第125号           平成29年 2月 1日
     （か薬）第330号           平成29年 2月 1日
     （在薬）第810号           平成29年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41408-4004-0 香川漢方薬局 〒767-0002 （調基１）第373号         平成28年 4月 1日
     み薬4 三豊市高瀬町新名９６３番地１ （後発調２）第336号       平成28年 8月 1日
     0875-72-0667  (0875-72-5198)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41508-4006-5 ひまわり調剤薬局　浜〒769-1101 （調基１）第374号         平成28年 4月 1日
     み薬6 田 三豊市詫間町詫間６８１４番地１ （調）第43号              平成28年 4月 1日
     ４ （在調）第18号            平成24年 4月 1日
     0875-56-5031  (0875-56-5032) （か薬）第186号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第131号           平成 8年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41608-4007-3 ＮＰまとば薬局 〒769-1101 （調基１）第375号         平成28年 4月 1日
     み薬7 三豊市詫間町詫間４１４番地５ （調）第163号             平成29年 4月 1日
     0875-83-8100  (0875-83-8101) （後発調２）第359号       平成28年12月 1日
     （在調）第131号           平成29年 6月 1日
     （か薬）第73号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第142号           平成 9年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41708-4008-1 坂上調剤薬局 〒769-1101 （調基１）第376号         平成28年 4月 1日
     み薬8 三豊市詫間町詫間１３３８番地１ （在薬）第135号           平成 9年 4月 1日
     ０８
     0875-56-5066  (0875-56-5067)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41808-4009-9 ひまわり調剤薬局　高〒767-0001 （調基１）第377号         平成28年 4月 1日
     み薬9 瀬 三豊市高瀬町上高瀬１３８０番地 （か薬）第270号           平成28年 4月 1日
     ４ （在薬）第217号           平成11年11月 1日
     0875-56-2150  (0875-56-2151)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日   48

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  41908-4010-7 みどり調剤薬局 〒768-0103 （調基１）第378号         平成28年 4月 1日
     み薬10 三豊市山本町財田西９０２番地４ （後発調１）第369号       平成28年 4月 1日
     0875-63-4704  (0875-63-4694) （在調）第19号            平成24年 4月 1日
     （在薬）第178号           平成11年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42008-4013-1 ひまわり調剤薬局　豊〒769-1502 （調基１）第379号         平成28年 4月 1日
     み薬13 中 三豊市豊中町笠田笠岡２１３１番 （後発調２）第384号       平成29年 4月 1日
     地４ （か薬）第183号           平成28年 4月 1日
     0875-56-6201  (0875-56-6202) （在薬）第220号           平成11年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42108-4014-9 株式会社　正木　あお〒769-1102 （調基２）第13号          平成28年 4月 1日
     み薬14 ぞら調剤薬局 三豊市詫間町松崎３０３番地５ （後発調１）第371号       平成28年 4月 1日
     0875-56-5208  (0875-56-5209) （在薬）第181号           平成11年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42208-4015-6 かりん薬局みの 〒767-0032 （調基１）第380号         平成28年 4月 1日
     み薬15 三豊市三野町下高瀬９２０番地２ （調）第120号             平成28年 9月 1日
     0875-56-2125  (0875-56-2126) （か薬）第75号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第519号           平成19年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42308-4016-4 有限会社　関薬局 〒769-1102 （調基１）第381号         平成28年 4月 1日
     み薬16 三豊市詫間町松崎６８０番地
     0875-83-2255  (0875-83-7506)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42408-4017-2 そうごう薬局　さぬき〒769-1101 （調基３）第27号          平成28年 4月 1日
     み薬17 詫間店 三豊市詫間町詫間１２９８番地３ （後発調１）第457号       平成28年 9月 1日
     0875-56-5361  (0875-56-5362) （在調）第104号           平成28年 8月 1日
     （か薬）第76号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第197号           平成11年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42508-4018-0 ひまわり薬局　西香川〒767-0003 （調基１）第382号         平成28年 4月 1日
     み薬18 三豊市高瀬町比地中２９８２番地 （後発調２）第393号       平成29年 5月 1日
     ３ （か薬）第184号           平成28年 4月 1日
     0875-56-2128  (0875-56-2131) （在薬）第225号           平成12年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42608-4019-8 宇川薬局 〒767-0002 （調基１）第383号         平成28年 4月 1日
     み薬19 三豊市高瀬町新名６７２番地１ （１７５）第318号         平成14年 4月 1日
     0875-72-5022  (0875-72-1048) （在薬）第270号           平成12年11月27日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42708-4020-6 ジョイ薬局 〒767-0002 （調基１）第384号         平成28年 4月 1日
     み薬20 三豊市高瀬町新名９８２番地１ （調）第76号              平成28年 4月 1日
     0875-73-5131  (0875-73-5132) （後発調１）第473号       平成28年12月 1日
     （在調）第28号            平成25年 6月 1日
     （か薬）第77号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第278号           平成13年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日   49

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  42808-4022-2 ひいらぎ調剤薬局 〒769-1501 （調基１）第385号         平成28年 4月 1日
     み薬22 三豊市豊中町比地大２６２２番地 （在薬）第392号           平成15年 5月 1日
     １
     0875-56-6600  (0875-56-6677)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42908-4023-0 快生堂　羽方調剤薬局〒767-0022 （調基１）第386号         平成28年 4月 1日
     み薬23 三豊市高瀬町羽方６５９番地３ （在薬）第454号           平成17年 6月 1日
     0875-57-3530  (0875-57-3531)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43008-4024-8 ひとみ調剤薬局　仁尾〒769-1406 （調基１）第387号         平成28年 4月 1日
     み薬24 店 三豊市仁尾町仁尾辛３９番地１２ （調）第175号             平成29年 5月 1日
     0875-82-5331  (0875-82-5332) （後発調２）第377号       平成29年 4月 1日
     （か薬）第353号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第503号           平成19年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43108-4025-5 株式会社三河薬品　ミ〒767-0032 （調基１）第388号         平成28年 4月 1日
     み薬25 カワ調剤薬局とっさか三豊市三野町下高瀬２７１９番地 （後発調１）第444号       平成28年 8月 1日
     西店 ２ （在薬）第502号           平成19年 4月 1日
     0875-56-2730  (0875-56-2730)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43208-4026-3 神原薬局 〒768-0101 （調基１）第389号         平成28年 4月 1日
     み薬26 三豊市山本町辻３２８番地３ （在薬）第514号           平成19年 7月 1日
     0875-63-2024  (0875-63-2433)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43308-4027-1 京町薬局　高瀬店 〒767-0013 （調基１）第390号         平成28年 4月 1日
     み薬27 三豊市高瀬町下麻１３８２番１ （後発調２）第277号       平成28年 4月 1日
     0875-74-8202  (0875-74-8203) （か薬）第79号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第536号           平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43408-4028-9 うぐいす薬局 〒768-0103 （調基１）第391号         平成28年 4月 1日
     み薬28 三豊市山本町財田西３４２番地１ （調）第95号              平成28年 5月 1日
     0875-63-8303  (0875-63-8304) （か薬）第188号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第546号           平成20年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43508-4029-7 ナショナル薬局　みの〒767-0031 （調基１）第392号         平成28年 4月 1日
     み薬29 三豊市三野町大見甲３６２３ー２ （調）第44号              平成28年 4月 1日
     0875-72-6137  (0875-72-6138) （後発調２）第400号       平成29年 7月 1日
     （か薬）第157号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第568号           平成21年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43608-4030-5 そうごう薬局　さぬき〒769-1508 （調基１）第479号         平成29年 3月 1日
     み薬30 豊中店 三豊市豊中町下高野１０９０ （後発調２）第278号       平成28年 4月 1日
     0875-56-6521  (0875-62-6512) （在調）第20号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第302号           平成28年 7月 1日
     （在薬）第598号           平成22年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日   50

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  43708-4033-9 快生堂さぬき豊中調剤〒769-1504 （調基１）第393号         平成28年 4月 1日
     み薬33 薬局 三豊市豊中町上高野１９０４番地 （後発調２）第279号       平成28年 4月 1日
     ３ （在薬）第733号           平成26年 5月 1日
     0875-23-7700  (0875-23-7701)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43808-4034-7 かさだ薬局 〒769-1503 （調基１）第394号         平成28年 4月 1日
     み薬34 三豊市豊中町笠田竹田２８５番地 （後発調１）第488号       平成29年 2月 1日
     ７ （在薬）第777号           平成27年12月 1日
     0875-62-2262  (0875-62-2266)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43912-4028-1 有限会社　薬局くすり〒761-4121 （調基１）第461号         平成28年 4月 1日
     小薬28 やオリーブ 小豆郡土庄町渕崎甲１４５６番地 （か薬）第122号           平成28年 4月 1日
     ３ （在薬）第512号           平成19年 7月 1日
     0879-62-5532  (0879-62-4341)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44012-4030-7 大石調剤薬局 〒761-4121 （調基１）第396号         平成28年 4月 1日
     小薬30 小豆郡土庄町渕崎甲１９３６番地 （後発調１）第450号       平成28年 9月 1日
     0879-62-5878  (0879-62-5878) （か薬）第207号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第186号           平成11年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44112-4031-5 有限会社　岩井薬局 〒761-4106 （調基１）第397号         平成28年 4月 1日
     小薬31 小豆郡土庄町甲３９９番地１ （後発調２）第335号       平成28年 8月 1日
     0879-62-0127  (0879-64-5980) （か薬）第121号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第191号           平成11年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44212-4032-3 やまもと調剤薬局　内〒761-4431 （調基１）第482号         平成29年 4月 1日
     小薬32 海店 小豆郡小豆島町片城甲４４番３５ （後発調１）第497号       平成29年 6月 1日
     ３ （か薬）第201号           平成28年 4月 1日
     0879-82-7337  (0879-82-7338) （在薬）第243号           平成12年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44312-4034-9 有限会社立道商店　立〒761-4432 （調基１）第398号         平成28年 4月 1日
     小薬34 道薬局 小豆郡小豆島町草壁本町６２０番 （後発調１）第421号       平成28年 6月 1日
     地１ （在薬）第299号           平成13年10月 2日
     0879-82-1219  (0879-82-1220)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44412-4035-6 調剤薬局げんきまん 〒761-4301 （調基１）第399号         平成28年 4月 1日
     小薬35 小豆郡小豆島町池田３４２７番地 （後発調１）第449号       平成28年 9月 1日
     ２ （か薬）第142号           平成28年 4月 1日
     0879-75-2612  (0879-75-2613) （在薬）第445号           平成17年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44512-4036-4 有限会社　西﨑薬局 〒761-4121 （調基１）第400号         平成28年 4月 1日
     小薬36 小豆郡土庄町渕崎甲８７７番地１ （か薬）第163号           平成28年 4月 1日
     　 （在薬）第354号           平成14年 6月 1日
     0879-62-6326  (0879-62-5831)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日   51

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  44612-4037-2 有限会社　荘野薬局 〒761-4426 （調基１）第401号         平成28年 4月 1日
     小薬37 小豆郡小豆島町馬木甲８５４番地 （在薬）第430号           平成16年 7月 1日
     １７
     0879-82-0920  (0879-82-0925)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44712-4038-0 和田調剤薬局 〒761-4121 （調基１）第402号         平成28年 4月 1日
     小薬38 小豆郡土庄町渕崎甲２０３１番地 （在薬）第461号           平成17年 9月 1日
     ８
     0879-62-4655  (0879-62-2578)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44812-4040-6 あずき調剤薬局　池田〒761-4301 （調基２）第23号          平成29年 4月 1日
     小薬40 店 小豆郡小豆島町池田字迎地２００ （在薬）第782号           平成28年 2月 1日
     １番１
     0879-62-8011  (0879-62-8012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44912-4041-4 レデイ薬局　小豆島池〒761-4301 （調基１）第403号         平成28年 4月 1日
     小薬41 田店 小豆郡小豆島町池田８８３番地１ （後発調２）第371号       平成29年 2月 1日
     　１階 （在薬）第793号           平成28年 4月 1日
     0879-75-1061  (0879-75-1062)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45013-4028-9 エコ調剤薬局 〒761-0823 （調基１）第404号         平成28年 4月 1日
     木薬28 木田郡三木町井戸字高木５２５番 （後発調２）第280号       平成28年 4月 1日
     地１ （か薬）第276号           平成28年 4月 1日
     087-890-3130  (087-890-3120) （在薬）第212号           平成11年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45113-4029-7 白山調剤薬局 〒761-0704 （調基１）第405号         平成28年 4月 1日
     木薬29 木田郡三木町下高岡１４６４番地 （在薬）第230号           平成12年 2月 1日
     １４
     087-840-2615  (087-840-2616)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45213-4035-4 ひかみ調剤薬局 〒761-0612 （調基１）第406号         平成28年 4月 1日
     木薬35 木田郡三木町大字氷上１２３２番 （調）第45号              平成28年 4月 1日
     地６ （後発調２）第282号       平成28年 4月 1日
     087-840-2411  (087-840-2866) （在調）第93号            平成28年 4月 1日
     （か薬）第160号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第406号           平成15年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45313-4036-2 くすのき調剤薬局 〒761-0701 （調基２）第16号          平成28年 4月 1日
     木薬36 木田郡三木町大字池戸３２３６番 （後発調１）第376号       平成28年 4月 1日
     地１ （か薬）第298号           平成28年 4月 1日
     087-840-2221  (087-840-2050) （在薬）第436号           平成16年 8月12日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日   52

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  45413-4037-0 くま薬局三木店 〒761-0612 （調基１）第407号         平成28年 4月 1日
     木薬37 木田郡三木町大字氷上３９９番２ （調）第102号             平成28年 5月30日
     087-840-2575  (087-840-2576) （後発調２）第283号       平成28年 4月 1日
     （在調）第123号           平成29年 1月 1日
     （か薬）第158号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第495号           平成18年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45513-4039-6 クスリのユタカ田伏薬〒761-0703 （調基１）第408号         平成28年 4月 1日
     木薬39 局 木田郡三木町鹿伏２０８番地３ （後発調２）第394号       平成29年 6月 1日
     087-898-6297  (087-898-9249) （か薬）第273号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第560号           平成20年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45613-4041-2 クオール薬局　三木学〒761-0703 （調基１）第409号         平成28年 4月 1日
     木薬41 園通り店 木田郡三木町鹿伏３７４番地１ （調）第139号             平成29年 1月 1日
     087-891-1900  (087-891-1990) （後発調１）第476号       平成29年 1月 1日
     （か薬）第203号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第671号           平成24年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45713-4042-0 クオール薬局　三木平〒761-0702 （調基１）第410号         平成28年 4月 1日
     木薬42 木店 木田郡三木町平木７番地１ （か薬）第326号           平成28年12月 1日
     087-891-1801  (087-891-1808) （在薬）第672号           平成24年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45813-4044-6 アイ調剤薬局 〒761-0701 （調基２）第17号          平成28年 4月 1日
     木薬44 木田郡三木町大字池戸甲１７４５ （か薬）第202号           平成28年 4月 1日
     番地２０ （在薬）第724号           平成26年 3月 1日
     087-891-0935  (087-891-0936)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45913-4045-3 まゆみ調剤薬局　三木〒761-0823 （調基１）第411号         平成28年 4月 1日
     木薬45 店 木田郡三木町井戸２３６５ー２ （後発調２）第284号       平成28年 4月 1日
     087-814-5326  (087-814-5327) （か薬）第306号           平成28年 8月 1日
     （在薬）第746号           平成26年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46013-4046-1 いけのべ調剤薬局 〒761-0701 （調基２）第22号          平成28年11月10日
     木薬46 木田郡三木町池戸２７７７番地１ （後発調２）第354号       平成28年11月10日
     ４ （か薬）第324号           平成28年11月10日
     087-840-2500  (087-840-2525)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46114-4029-5 かりん薬局 〒761-3110 （調基１）第412号         平成28年 4月 1日
     香薬29 香川郡直島町２３１０番地１１６
     087-892-4193  (087-892-4813)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46215-4023-5 ＮＰかざしが丘調剤薬〒761-2101 （調基１）第413号         平成28年 4月 1日
     綾薬23 局 綾歌郡綾川町畑田６９６番地１６ （後発調１）第463号       平成28年10月 1日
     087-877-1125  (087-877-1408) （か薬）第80号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第104号           平成 7年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日   53

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  46315-4034-2 宇多津ぱんだ薬局 〒769-0205 （調基１）第414号         平成28年 4月 1日
     綾薬34 綾歌郡宇多津町浜五番丁６５番地 （調）第104号             平成28年 6月 1日
     0877-49-2106  (0877-49-2107) （か薬）第181号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第603号           平成22年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46415-4047-4 アカネ調剤薬局 〒769-0205 （調基１）第415号         平成28年 4月 1日
     綾薬47 綾歌郡宇多津町浜五番丁６５番地 （調）第77号              平成28年 4月 1日
     ニューオーヨシステトリーマンシ （在調）第48号            平成26年 9月 1日
     ョン１Ｆ　Ｓ―０１号 （か薬）第206号           平成28年 4月 1日
     0877-56-7552  (0877-49-7002) （在薬）第334号           平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46515-4048-2 有限会社　コバンヤ薬〒761-2305 （調基１）第416号         平成28年 4月 1日
     綾薬48 局 綾歌郡綾川町滝宮１３６０番地１ （後発調１）第377号       平成28年 4月 1日
     087-876-0030  (087-876-3318)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46615-4050-8 プラム調剤薬局 〒761-2103 （調基１）第417号         平成28年 4月 1日
     綾薬50 綾歌郡綾川町陶４０８４番地１０ （調）第46号              平成28年 4月 1日
     087-870-8878  (087-870-8858) （在調）第21号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第81号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第238号           平成12年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46715-4060-7 ダイヤ薬局　滝宮店 〒761-2305 （調基１）第418号         平成28年 4月 1日
     綾薬60 綾歌郡綾川町滝宮５５６番地６ （調）第47号              平成28年 4月 1日
     087-870-8101  (087-876-5266) （後発調１）第447号       平成28年 8月 1日
     （在調）第55号            平成27年 1月 1日
     （か薬）第82号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第335号           平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46815-4064-9 かすみ薬局 〒761-2103 （調基１）第419号         平成28年 4月 1日
     綾薬64 綾歌郡綾川町陶４１８５番地７ （後発調１）第378号       平成28年 4月 1日
     087-876-5744  (087-876-5745) （在薬）第428号           平成16年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46915-4065-6 瀬戸調剤薬局 〒769-0205 （調基１）第420号         平成28年 4月 1日
     綾薬65 綾歌郡宇多津町浜五番丁５３番地 （在薬）第431号           平成16年 7月 1日
     １
     0877-49-7782  (0877-49-7899)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47015-4066-4 宇多津調剤薬局 〒769-0213 （調基１）第421号         平成28年 4月 1日
     綾薬66 綾歌郡宇多津町大字東分４９番地 （在薬）第444号           平成16年12月 1日
     ３６
     0877-49-8181  (0877-49-8999)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47115-4067-2 有限会社　香川ファー〒761-2103 （調基１）第422号         平成28年 4月 1日
     綾薬67 マシー遊　もみの木薬綾歌郡綾川町陶１７１９番地１ （調）第49号              平成28年 4月 1日
     局 087-876-9341  (087-876-9311) （後発調１）第420号       平成28年 5月 1日
     （か薬）第84号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第469号           平成17年12月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日   54

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  47215-4068-0 大松薬局 〒769-0210 （調基１）第423号         平成28年 4月 1日
     綾薬68 綾歌郡宇多津町１４１３番地 （調）第177号             平成29年 6月 1日
     0877-49-4406  (0877-49-4420) （後発調１）第379号       平成28年 4月 1日
     （在調）第105号           平成28年 8月 1日
     （か薬）第356号           平成29年 6月 1日
     （在薬）第477号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47315-4069-8 有限会社　 上薬局　〒761-2103 （調基１）第424号         平成28年 4月 1日
     綾薬69 陶店 綾歌郡綾川町陶２６０３番地１ （調）第78号              平成28年 4月 1日
     087-870-8350  (087-870-8351) （後発調２）第312号       平成28年 5月 1日
     （薬菌）第13号            平成28年12月 1日
     （在調）第74号            平成27年12月 1日
     （か薬）第194号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第479号           平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47415-4070-6 有限会社　 上薬局　〒761-2203 （調基１）第425号         平成28年 4月 1日
     綾薬70 綾上店 綾歌郡綾川町山田上甲１３３１番 （調）第50号              平成28年 4月 1日
     地３ （後発調２）第285号       平成28年 4月 1日
     087-878-3780  (087-878-3780) （薬菌）第17号            平成28年12月 1日
     （在調）第22号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第196号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第540号           平成20年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47515-4072-2 イオン薬局綾川店 〒761-2304 （調基１）第487号         平成29年 4月 1日
     綾薬72 綾歌郡綾川町萱原８２２番地１ （後発調１）第471号       平成28年12月 1日
     087-876-6224  (087-876-6225) （か薬）第322号           平成28年12月 1日
     （在薬）第708号           平成25年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47615-4073-0 スエ薬局 〒761-2103 （調基１）第426号         平成28年 4月 1日
     綾薬73 綾歌郡綾川町陶１７２４番１ （後発調１）第381号       平成28年 4月 1日
     087-876-0271  (087-876-0272) （か薬）第339号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第552号           平成20年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47715-4074-8 なつめ調剤薬局 〒769-0205 （調基１）第427号         平成28年 4月 1日
     綾薬74 綾歌郡宇多津町浜五番丁５６番９ （調）第51号              平成28年 4月 1日
     0877-85-6112  (0877-85-6113) （薬菌）第6号             平成27年 5月 1日
     （在調）第68号            平成27年 7月 1日
     （か薬）第123号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第595号           平成22年 5月 6日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47815-4075-5 三好薬局　山田支店 〒761-2204 （調基１）第428号         平成28年 4月 1日
     綾薬75 綾歌郡綾川町山田下３３９２番地 （在薬）第617号           平成22年10月22日
     ４
     087-878-2705  (087-878-2779)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日   55

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  47915-4076-3 たきのみや三好薬局 〒761-2305 （調基１）第429号         平成28年 4月 1日
     綾薬76 綾歌郡綾川町滝宮４７９番地１０ （在薬）第659号           平成24年 5月 1日
     087-876-0316  (087-876-3507)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48015-4077-1 あすなろ薬局　うたづ〒769-0209 （調基１）第430号         平成28年 4月 1日
     綾薬77 店 綾歌郡宇多津町浜九番丁１４２番 （後発調２）第286号       平成28年 4月 1日
     地５ （在薬）第694号           平成25年 4月 1日
     0877-49-8222  (0877-49-8224)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48115-4078-9 もみの木薬局　滝宮店〒761-2305 （調基２）第18号          平成28年 4月 1日
     綾薬78 綾歌郡綾川町滝宮４９１番地６ （後発調２）第322号       平成28年 6月 1日
     087-876-9381  (087-876-9382) （在薬）第747号           平成26年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48215-4079-7 にこ調剤薬局　綾川 〒761-2103 （調基１）第431号         平成28年 4月 1日
     綾薬79 綾歌郡綾川町陶４５１１ー６ （後発調１）第383号       平成28年 4月 1日
     087-899-5115  (087-899-5116) （か薬）第195号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第754号           平成26年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48315-4080-5 スター薬局　滝宮店 〒761-2305 （調基１）第432号         平成28年 4月 1日
     綾薬80 綾歌郡綾川町滝宮４９６番地１ （調）第112号             平成28年 7月 1日
     087-814-4886  (087-814-4887) （後発調１）第384号       平成28年 4月 1日
     （在調）第116号           平成28年11月 1日
     （か薬）第85号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第763号           平成27年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48415-4081-3 もみの木薬局　綾川店〒761-2307 （調基１）第433号         平成28年 4月 1日
     綾薬81 綾歌郡綾川町小野５６７番地１ （在薬）第767号           平成27年 9月 1日
     087-876-9383  (087-876-9384)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48515-4082-1 ＮＰうぶすな調剤薬局〒769-0210 （調基特１）第1号         平成28年 8月 1日
     綾薬82 綾歌郡宇多津町２０３３番地１ （調）第116号             平成28年 8月 1日
     0877-49-5714  (0877-49-5726) （後発調２）第287号       平成28年 4月 1日
     （在調）第128号           平成29年 5月 1日
     （か薬）第154号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第794号           平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48616-4002-7 シマヤ真鍋　漢方薬局〒766-0002 （調基１）第434号         平成28年 4月 1日
     仲薬2 仲多度郡琴平町２２５番地 （後発調２）第334号       平成28年 8月 1日
     0877-75-3574  (0877-75-3662) （か薬）第21号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第39号            平成 6年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48716-4024-1 有限会社　アインス　〒766-0021 （調基１）第435号         平成28年 4月 1日
     仲薬24 マンノウ薬局 仲多度郡まんのう町四條６７６番 （調）第52号              平成28年 4月 1日
     地５ （後発調２）第295号       平成28年 4月 1日
     0877-75-2013  (0877-75-2155) （か薬）第155号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第114号           平成 7年 1月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日   56

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  48816-4026-6 ＤＲＵＧ　ＨＯＵＳＥ〒766-0022 （調基１）第436号         平成28年 4月 1日
     仲薬26 　幹薬局 仲多度郡まんのう町吉野下９４８ （か薬）第124号           平成28年 4月 1日
     番地１ （在薬）第609号           平成22年 9月 1日
     0877-75-5598  (0877-75-5683)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48916-4027-4 ＮＰ吉野調剤薬局 〒766-0023 （調基１）第489号         平成29年 4月 1日
     仲薬27 仲多度郡まんのう町吉野１５７２ （調）第164号             平成29年 4月 1日
     番地８ （後発調２）第385号       平成29年 4月 1日
     0877-79-2666  (0877-79-3101) （か薬）第125号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第105号           平成 7年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49016-4028-2 小野龍雲堂薬局 〒766-0004 （調基１）第452号         平成28年 4月 1日
     仲薬28 仲多度郡琴平町榎井６７１番地 （在薬）第144号           平成 9年 8月 1日
     0877-75-2753  (0877-75-2720)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49116-4030-8 ＮＰすなはら薬局 〒766-0002 （調基３）第30号          平成28年 4月 1日
     仲薬30 仲多度郡琴平町３２０番地１８ （後発調２）第348号       平成28年10月 1日
     0877-75-2300  (0877-75-1100) （在薬）第106号           平成 7年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49216-4034-0 べにや薬局 〒766-0001 （調基１）第437号         平成28年 4月 1日
     仲薬34 仲多度郡琴平町６６４番地５ （１７５）第316号         平成14年 4月 1日
     0877-75-6163  (0877-75-6163)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49316-4037-3 花水木調剤薬局 〒766-0004 （調基１）第453号         平成28年 4月 1日
     仲薬37 仲多度郡琴平町榎井８５３番地３ （か薬）第126号           平成28年 4月 1日
     0877-56-4500  (0877-56-4510) （在薬）第665号           平成24年 5月25日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49416-4040-7 駅前調剤薬局 〒766-0002 （調基１）第438号         平成28年 4月 1日
     仲薬40 仲多度郡琴平町１７０番地４ （後発調２）第289号       平成28年 4月 1日
     0877-56-4431  (0877-56-4432) （か薬）第95号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第488号           平成18年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49516-4041-5 わかば調剤薬局　仲南〒769-0311 （調基１）第439号         平成28年 4月 1日
     仲薬41 店 仲多度郡まんのう町買田２３３番 （後発調１）第386号       平成28年 4月 1日
     地１１ （在薬）第182号           平成11年 4月 1日
     0877-56-4312  (0877-56-4313)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49616-4042-3 かりん薬局しか 〒764-0033 （調基１）第454号         平成28年 4月 1日
     仲薬42 仲多度郡多度津町大字青木１３０ （後発調２）第288号       平成28年 4月 1日
     番地４ （在薬）第520号           平成19年 8月 1日
     0877-56-6337  (0877-56-6338)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49716-4043-1 ウェル調剤薬局 〒764-0024 （調基１）第440号         平成28年 4月 1日
     仲薬43 仲多度郡多度津町幸町２番２６号 （後発調１）第443号       平成28年 8月 1日
     0877-32-1193  (0877-32-1194) （か薬）第205号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第239号           平成12年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日   57

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  49816-4044-9 有限会社　フレンド調〒764-0014 （調基１）第455号         平成28年 4月 1日
     仲薬44 剤薬局　多度津店 仲多度郡多度津町本通二丁目３番 （在薬）第262号           平成12年 9月 1日
     ２７号
     0877-58-5650  (0877-58-5651)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49916-4046-4 くるみ薬局 〒764-0011 （調基１）第441号         平成28年 4月 1日
     仲薬46 仲多度郡多度津町栄町２丁目１番 （後発調１）第387号       平成28年 4月 1日
     ４０号 （か薬）第365号           平成29年 6月 1日
     0877-58-5353  (0877-58-5368) （在薬）第285号           平成13年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50016-4047-2 ミント調剤薬局 〒764-0003 （調基１）第442号         平成28年 4月 1日
     仲薬47 仲多度郡多度津町元町１２番２６ （在薬）第366号           平成14年 9月 1日
     号
     0877-56-6170  (0877-85-3069)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50116-4048-0 うじけ調剤薬局 〒766-0002 （調基１）第443号         平成28年 4月 1日
     仲薬48 仲多度郡琴平町２９９番地５ （か薬）第209号           平成28年 4月 1日
     0877-58-9065  (0877-58-9066) （在薬）第372号           平成14年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50216-4049-8 そうごう薬局　琴平店〒766-0004 （調基３）第31号          平成28年 4月 1日
     仲薬49 仲多度郡琴平町榎井７７５番地１ （後発調１）第388号       平成28年 4月 1日
     ３ （後発調２）第339号       平成28年 8月 1日
     0877-73-3781  (0877-73-3782) （在調）第37号            平成26年 4月 1日
     （か薬）第366号           平成29年 6月 1日
     （在薬）第381号           平成15年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50316-4050-6 スター薬局　四條店 〒766-0021 （調基２）第19号          平成28年 4月 1日
     仲薬50 仲多度郡まんのう町四條７８４番 （後発調２）第290号       平成28年 4月 1日
     地５ （か薬）第367号           平成29年 6月 1日
     0877-75-0710  (0877-75-0720) （在薬）第391号           平成15年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50416-4051-4 ほほえみ薬局 〒764-0025 （調基１）第444号         平成28年 4月 1日
     仲薬51 仲多度郡多度津町寿町２番３７号 （在薬）第393号           平成15年 6月 1日
     0877-33-3216  (0877-32-3615)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50516-4053-0 さくま調剤薬局 〒766-0001 （調基１）第445号         平成28年 4月 1日
     仲薬53 仲多度郡琴平町７５３番地４ （後発調２）第323号       平成28年 6月 1日
     0877-58-8850  (0877-58-8851) （か薬）第192号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第416号           平成16年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50616-4054-8 レデイ薬局　多度津店〒764-0022 （調基１）第446号         平成28年 4月 1日
     仲薬54 仲多度郡多度津町北鴨二丁目１０ （後発調１）第390号       平成28年 4月 1日
     番１号 （在薬）第499号           平成19年 1月 1日
     0877-58-5655  (0877-33-1555)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[平成29年 7月 1日現在　薬局] 平成29年 7月 7日   58

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  50716-4055-5 なのはな薬局 〒766-0013 （調基１）第447号         平成28年 4月 1日
     仲薬55 仲多度郡まんのう町東高篠１３７ （調）第118号             平成28年 8月 1日
     ７番地１ （後発調２）第313号       平成28年 5月 1日
     0877-75-2877  (0877-75-2844) （在調）第39号            平成26年 4月 1日
     （か薬）第193号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第470号           平成17年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50816-4056-3 スター薬局　浜多度津〒764-0015 （調基１）第448号         平成28年 4月 1日
     仲薬56 店 仲多度郡多度津町西浜１１番１８ （在薬）第485号           平成18年 5月 1日
     号
     0877-56-6220  (0877-56-6221)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50916-4058-9 四條薬局 〒766-0021 （調基１）第449号         平成28年 4月 1日
     仲薬58 仲多度郡まんのう町四條１７９ （調）第79号              平成28年 4月 1日
     0877-58-8015  (0877-58-8016) （後発調１）第392号       平成28年 4月 1日
     （薬菌）第12号            平成28年12月 1日
     （か薬）第180号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第525号           平成19年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51016-4059-7 アピス薬局 〒766-0021 （調基１）第450号         平成28年 4月 1日
     仲薬59 仲多度郡まんのう町四條１１２９ （調）第181号             平成29年 6月 1日
     番１ （か薬）第368号           平成29年 6月 1日
     0877-73-0270  (0877-73-0271) （在薬）第528号           平成20年 1月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51116-4060-5 かんばら調剤薬局 〒764-0013 （調基１）第451号         平成28年 4月 1日
     仲薬60 仲多度郡多度津町京町５番４６号 （後発調２）第324号       平成28年 6月 1日
     0877-56-6624  (0877-56-6634) （在薬）第543号           平成20年 6月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51216-4061-3 ＮＰさくら薬局 〒764-0028 （調基１）第456号         平成28年 4月 1日
     仲薬61 仲多度郡多度津町大字葛原６２９ （後発調１）第438号       平成28年 7月 1日
     番地２ （か薬）第334号           平成29年 3月 1日
     0877-56-6175  (0877-56-6178) （在薬）第565号           平成21年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51316-4062-1 ＮＰ長炭調剤薬局 〒766-0017 （調基１）第457号         平成28年 4月 1日
     仲薬62 仲多度郡まんのう町炭所西１５２ （調）第53号              平成28年 4月 1日
     ５番地４ （後発調２）第291号       平成28年 4月 1日
     0877-79-1967  (0877-79-1968) （在調）第94号            平成28年 4月 1日
     （か薬）第128号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第674号           平成24年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51416-4063-9 ごじょう薬局 〒766-0003 （調基１）第458号         平成28年 4月 1日
     仲薬63 仲多度郡琴平町五條６５３番地１ （後発調１）第394号       平成28年 4月 1日
     0877-75-6588  (0877-75-6586) （在薬）第695号           平成25年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


