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    101,4054,0 有限会社天昌寺薬局 〒020-0137 019-646-7499有限会社天昌寺薬局　及川　すみ子 昭54.11. 1調剤 薬局
     盛薬54 盛岡市天昌寺町３番２７号 常　勤:    1取締役　及川　すみ子 新規 現存
     (薬       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,4069,8 有限会社　グリーン薬〒020-0127 019-645-3324有限会社　グリーン薬大谷　道男 昭56.11. 1調剤 薬局
     盛薬69 局 盛岡市前九年二丁目２番３８号 常　勤:    2局　代表取締役　大谷 組織変更 現存
     (薬       2)　道男 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,4074,8 東大薬局 〒020-0066 019-622-3815東　金一 東　金一 昭58. 2. 1調剤 薬局
     盛薬74 盛岡市上田三丁目６番３８号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,4079,7 清水町調剤薬局 〒020-0875 019-654-7253有限会社斉 商事　代大沼　菊彦 昭59.12. 1調剤 薬局
     盛薬79 盛岡市清水町５番１８号 常　勤:    2表取締役　斉藤　智 新規 現存
     (薬       2) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,4082,1 有限会社アポロ薬局 〒020-0866 019-636-4332有限会社アポロ薬局　薄衣　宏子 昭60. 3. 1調剤 薬局
     盛薬82 盛岡市本宮一丁目６番１１号 常　勤:    2代表取締役　我妻　照 新規 現存
     (薬       2)男 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,4092,0 有限会社　アート薬局〒020-0042 019-622-7881有限会社アート薬局　佐々木　謙 昭62. 6. 1調剤 薬局
     盛薬92 盛岡市新田町９番１５号 常　勤:    2代表取締役　佐々木　 新規 現存
     (薬       2)謙 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701,4094,6 ポプラ薬局 〒020-0016 019-652-2793株式会社エンデバー　延足　幸代 昭62. 9. 1調剤 薬局
     盛薬94 盛岡市名須川町２７番４２号 常　勤:    5代表取締役　野舘　敬 新規 現存
     (薬       5)直 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,4095,3 フローレンス薬局 〒020-0022 019-625-7820有限会社フローレンス日戸　雪乃 昭62.10. 1調剤 薬局
     盛薬95 盛岡市大通一丁目５番７号 常　勤:    2薬局　代表取締役　白 新規 現存
     (薬       2)濱　成朗 平29.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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    901,4102,7 村源薬局 〒020-0878 019-623-1211株式会社村源　代表取村井　崇志 平元.11. 1調剤 薬局
     盛薬102 盛岡市肴町６番２号 常　勤:    2締役　村井　利昭 新規 現存
     (薬       2) 平28.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001,4104,3 有限会社エメラルド薬〒020-0884 019-654-9525有限会社エメラルド薬杉山　善正 平 2. 2. 1調剤 薬局
     盛薬104 局 盛岡市神明町１０番２６号 常　勤:    1局　代表取締役　杉山 新規 現存
     (薬       1)　善正 平29. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101,4105,0 スタイル薬局 〒020-0133 019-646-5757有限会社スタイル薬局横澤　由紀 平 2. 5. 1調剤 薬局
     盛薬105 盛岡市青山三丁目６番２号 常　勤:    4　代表取締役　平山　 移動 現存
     (薬       4)智宏 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201,4106,8 菜園薬局 〒020-0024 019-625-7521有限会社サフラン商会久保　美江 平 2. 5. 1調剤 薬局
     盛薬106 盛岡市菜園一丁目５番２５号 常　勤:    3　代表取締役　久保　 新規 現存
     (薬       3)美江 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301,4117,5 メープル薬局 〒020-0866 019-636-3933有限会社　中谷調剤薬中谷　謙治 平 4. 5. 6調剤 薬局
     盛薬117 盛岡市本宮二丁目３８番８号 常　勤:    1局　代表取締役　中谷 新規 現存
     (薬       1)　謙治 平28. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401,4120,9 コスモ調剤薬局 〒020-0816 019-653-6133株式会社ライブリー　佐藤　ゆかり 平 4.11. 2調剤 薬局
     盛薬120 盛岡市中野一丁目３０番３号 常　勤:    4代表取締役　田中　紘 新規 現存
     (薬       4)一 平28.11. 2
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501,4124,1 かるがも薬局 〒020-0021 019-652-2422株式会社アオキファー戸田　英典 平 5. 4. 1調剤 薬局
     盛薬124 盛岡市中央通一丁目１４番４３号常　勤:    2マシー　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       2)青木　泰樹 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601,4134,0 レミディ薬局 〒020-0871 019-652-1300有限会社三木商事　取鈴木　美幸 平 6. 4. 1調剤 薬局
     盛薬134 盛岡市中ノ橋通一丁目１４番８号常　勤:    2締役　金澤　テツ 新規 現存
     (薬       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［岩手県］

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

   1701,4139,9 調剤薬局アスティこう〒020-0117 019-662-2877有限会社こうの薬局　河野　政子 平 6. 8. 1調剤 薬局
     盛薬139 の 盛岡市緑が丘四丁目１番５０号 常　勤:    2代表取締役　河野　多 組織変更 現存
     (薬       2)計士 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801,4147,2 こんや町薬局 〒020-0885 019-653-1521株式会社　ユニオン薬嶋　昭子 平 7. 7. 1調剤 薬局
     盛薬147 盛岡市紺屋町３番７号 常　勤:    1局　代表取締役　村井 新規 現存
     (薬       1)　利昭 平28. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901,4152,2 一般社団法人岩手県薬〒020-0023 019-625-1927一般社団法人岩手県薬押切　昌子 平 7.11. 1調剤 薬局
     盛薬152 剤師会会営内丸薬局 盛岡市内丸１７番２４号 常　勤:    4剤師会　会長　畑澤　 新規 現存
     (薬       4)博巳 平28.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001,4154,8 かるがも薬局山岸店 〒020-0004 019-623-9696株式会社アオキファー齋藤　直子 平 7.11. 1調剤 薬局
     盛薬154 盛岡市山岸一丁目３番１１号 常　勤:    5マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       5)青木泰樹 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101,4163,9 ひばり薬局 〒020-0864 0196-35-9797株式会社ライブリー　横田　雅子 平 8. 9. 1調剤 薬局
     盛薬163 盛岡市西仙北一丁目３０番５１号常　勤:    3代表取締役　田中　紘 新規 現存
     (薬       3)一 平29. 9. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201,4168,8 せんぼく調剤薬局 〒020-0861 019-635-0330有限会社せんぼく調剤桐山　嘉高 平 8.11. 1調剤 薬局
     盛薬168 盛岡市仙北三丁目１３番２２号 常　勤:    1薬局　代表取締役　菊 新規 現存
     (薬       1)地聡子 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301,4170,4 ながい薬局 〒020-0834 019-637-8688有限会社エスケイドラ菊地　瑞恵 平 8.12. 1調剤 薬局
     盛薬170 盛岡市永井２３地割７番４６ 常　勤:    1ッグ　代表取締役　佐 新規 現存
     (薬       1)藤　昌作 平29.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401,4172,0 のばら薬局 〒020-0062 019-624-2888有限会社トータルディ田村　孝之 平 9. 2. 1調剤 薬局
     盛薬172 盛岡市長田町１０番２９号 常　勤:    1バイズ　取締役　藤澤 新規 現存
     (薬       1)　明弘 平30. 2. 1



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［岩手県］

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

   2501,4173,8 たんぽぽ薬局桜城店 〒020-0021 019-626-1121株式会社髙野ファーマ北田　克文 平 9. 3. 1調剤 薬局
     盛薬173 盛岡市中央通三丁目１４番４号１常　勤:    2シー　代表取締役　髙 新規 現存
     ０１ (薬       2)野　英夫 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601,4175,3 アップル薬局山岸 〒020-0004 019-623-6633有限会社ファーマシー齋藤　宏治 平 9. 4. 1調剤 薬局
     盛薬175 盛岡市山岸二丁目９番２４号 常　勤:    2盛岡　代表取締役　齋 新規 現存
     (薬       2) 　秀文 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701,4176,1 小鳥沢薬局 〒020-0104 019-663-6612齋藤　博 齋藤　博 平 9. 5. 1調剤 薬局
     盛薬176 盛岡市小鳥沢二丁目２４番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801,4178,7 すずらん薬局 〒020-0103 019-663-7004株式会社アオキファー米島　智子 平 9. 7. 1調剤 薬局
     盛薬178 盛岡市西松園三丁目２２番２号 常　勤:    6マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       6)青木　泰樹 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901,4181,1 有限会社こまち薬局 〒020-0034 019-652-7581有限会社こまち薬局　大橋　秀一 平 9. 7. 1調剤 薬局
     盛薬181 盛岡市盛岡駅前通９番１０号 常　勤:    4代表取締役　高橋　徳 新規 現存
     (薬       4)行 平24. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001,4182,9 中ノ橋薬局 〒020-0871 019-624-2823有限会社中ノ橋薬局　高橋　英彦 平 9. 8. 1調剤 薬局
     盛薬182 盛岡市中ノ橋通一丁目７番１５号常　勤:    4代表取締役　村井　利 移動 現存
     (薬       4)昭 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3101,4184,5 日本調剤盛岡中央薬局〒020-0023 019ー622ー1193日本調剤株式会社　代樋渡　正憲 平 9. 8. 1調剤 薬局
     盛薬184 盛岡市内丸１７番８号 常　勤:   16表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬      16) 平24. 8. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201,4191,0 みなみ薬局 〒020-0851 019ー635ー8561有限会社　みなみ薬局吉田　真理子 平10. 2. 1調剤 薬局
     盛薬191 盛岡市向中野一丁目１１番２４号常　勤:    1　代表取締役　吉田　 新規 現存
     (薬       1)次安 平28. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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   3301,4192,8 あたご薬局 〒020-0013 019-621-8411株式会社　村源　代表佐々木　淑子 平10. 5. 1調剤 薬局
     盛薬192 盛岡市愛宕町２番３８号 常　勤:    2取締役　村井　利昭 新規 現存
     (薬       2) 平28. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401,4194,4 みんと薬局 〒020-0835 019-632-3086有限会社　シュアメデ前田　瑞穂 平10. 7. 1調剤 薬局
     盛薬194 盛岡市津志田１６地割１６番７号常　勤:    2ィカル　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)前田　瑞穂 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3501,4195,1 つくし薬局下の橋店 〒020-0025 019-624-8730株式会社ワークイン　小笠原　昌代 平10. 7. 1調剤 薬局
     盛薬195 盛岡市大沢川原一丁目１番３号 常　勤:    1代表取締役　西舘　孝 新規 現存
     (薬       1)雄 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601,4196,9 オトベ薬局 〒020-0403 019-675-1151有限会社　エイチ・ケ佐々木　功子 平10. 7. 1調剤 薬局
     盛薬196 盛岡市乙部１３地割１３５番地１常　勤:    1イ　代表取締役　山蔭 新規 現存
     (薬       1)　英也 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701,4204,1 ドラッグコスモス 〒020-0053 019-656-2255有限会社ドラッグコス村上　恵美子 平11. 4. 1調剤 薬局
     盛薬204 盛岡市上太田金財９２番地１ 常　勤:    1モス　代表取締役　村 新規 現存
     (薬       1)上　恵美子 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801,4205,8 仁王薬局 〒020-0015 019-604-6433有限会社つぐみ薬局　今田　敦子 平11. 4. 1調剤 薬局
     盛薬205 盛岡市本町通二丁目８番２８号 常　勤:    1代表取締役　工藤　民 新規 現存
     (薬       1)義 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3901,4206,6 あざみ薬局 〒020-0832 019-639-8706有限会社メディックタ武田　康子 平11. 5. 1調剤 薬局
     盛薬206 盛岡市東見前８地割２０番地４ 常　勤:    2ケダ　代表取締役　武 新規 現存
     (薬       2)田　康子 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001,4207,4 リード薬局 〒020-0066 019-622-9700有限会社メディワーク遠山　明宏 平11. 5. 1調剤 薬局
     盛薬207 盛岡市上田一丁目３番１０号イー常　勤:    5ス盛岡　代表取締役　 新規 現存
     スタンキャッスル１Ｆ (薬       5)東　透 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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   4101,4213,2 どんぐり薬局材木町 〒020-0063 019-652-9177株式会社どんぐり工房小川　和子 平11.10. 1調剤 薬局
     盛薬213 盛岡市材木町２番２６号 常　勤:    2　代表取締役　赤間　 その他 現存
     (薬       2)千夏 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4201,4216,5 くすりのメイト　サン〒020-0105 019-661-1200株式会社　ライブショ佐々木　朱美 平11.12. 1調剤 薬局
     盛薬216 タウン調剤薬局 盛岡市北松園二丁目１３番１号 常　勤:    2ップメイト　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　武田　吉蔵 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301,4219,9 前九年薬局 〒020-0127 019-648-8101有限会社ファミリーウ上村　章夫 平12. 1. 1調剤 薬局
     盛薬219 盛岡市前九年三丁目１６番１０号常　勤:    1エムラ　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)上村　章夫 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401,4220,7 こずかた薬局 〒020-0066 019-654-7722有限会社エスケイドラ對馬　三重子 平12. 2. 1調剤 薬局
     盛薬220 盛岡市上田一丁目７番１７号 常　勤:    2ッグ　代表取締役　佐 移動 現存
     (薬       2)藤　昌作 平30. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501,4221,5 ユニオン薬局 〒020-0885 019-625-3187株式会社ユニオン薬局菊池　智子 平12. 3. 1調剤 薬局
     盛薬221 盛岡市紺屋町１番３６号 常　勤:    5　代表取締役　村井　 移動 現存
     (薬       5)利昭 平30. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601,4222,3 有限会社エメラルド薬〒020-0004 019-605-1051有限会社エメラルド薬佐藤　優子 平12. 3. 1調剤 薬局
     盛薬222 局山岸店 盛岡市山岸三丁目２番１号 常　勤:    2局　代表取締役　杉山 新規 現存
     (薬       2)　善正 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4701,4224,9 どんぐり薬局たかまつ〒020-0114 019-661-6995株式会社どんぐり工房小森　幸代 平12. 6. 1調剤 薬局
     盛薬224 盛岡市高松三丁目１１番２３号 常　勤:    2　代表取締役　赤間　 移動 現存
     (薬       2)千夏 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4801,4229,8 あざみ薬局本宮店 〒020-0866 019-631-2888有限会社メディックタ武田　則行 平12.10. 1調剤 薬局
     盛薬229 盛岡市本宮二丁目２０番１８号 常　勤:    1ケダ　代表取締役　武 新規 現存
     (薬       1)田　康子 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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   4901,4234,8 ハーブ薬局 〒020-0117 016-665-2288有限会社　ハーブ薬局村上　加奈子 平13. 5. 1調剤 薬局
     盛薬234 盛岡市緑が丘二丁目８番２６号 常　勤:    1　代表取締役　村上加 新規 現存
     (薬       1)奈子 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001,4236,3 なすかわ薬局 〒020-0016 019-605-8130有限会社　ケイアンド及川　真知子 平13. 6. 1 薬局
     盛薬236 盛岡市名須川町２４番１号　 常　勤:    1ワイ　代表取締役　田 新規 現存
     (薬       1)屋　祐二 平25. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101,4239,7 西仙北薬局 〒020-0864 019-634-0001株式会社　ライブリー熊谷　浩子 平13. 8. 1 薬局
     盛薬239 盛岡市西仙北一丁目３２番１１号常　勤:    4　代表取締役　田中紘 新規 現存
     (薬       4)一 平25. 8. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5201,4240,5 下ノ橋薬局 〒020-0877 019-604-0234株式会社　ユニオン薬千葉　るり子 平13. 9. 1 薬局
     盛薬240 盛岡市下ノ橋町７番３１号 常　勤:    2局　代表取締役　村井 新規 現存
     (薬       2)　利昭 平25. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5301,4243,9 エース薬局 〒020-0839 019-614-3313有限会社　エース薬局吉田　悦子 平13.11. 1 薬局
     盛薬243 盛岡市津志田南二丁目１６番３１常　勤:    1　代表取締役　吉田隆 新規 現存
     号 (薬       1)一 平25.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401,4247,0 こすもす薬局 〒020-0831 019-614-2050有限会社　タカ・コー佐藤　誠志 平14. 4. 1 薬局
     盛薬247 盛岡市三本柳５地割３７－２ 常　勤:    1ポレーション　代表取 新規 現存
     (薬       1)締役　高橋　義利 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5501,4249,6 せせらぎ薬局 〒020-0877 019-603-5505株式会社アオキファー與那覇　定範 平14. 4. 1 薬局
     盛薬249 盛岡市下ノ橋町６番８号　サンシ常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     ティ下の橋１Ｆ (薬       1)青木泰樹 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   5601,4252,0 日本調剤盛岡南薬局 〒020-0834 019-632-6002日本調剤株式会社　代鈴木　隆寛 平14. 4. 1 薬局
     盛薬252 盛岡市永井１２地割１２８番地２常　勤:    9表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       9) 平26. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5701,4254,6 こなん薬局 〒020-0102 019-664-1115有限会社　こなん薬局工藤　俊紀 平14. 4. 1 薬局
     盛薬254 盛岡市上田字松屋敷２３番地３ 常　勤:    2　代表取締役　工藤　 新規 現存
     (薬       2)裕子 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5801,4256,1 アヤメ薬局 〒020-0015 019-654-1401有限会社　アトライズ藤井　純也 平14. 5. 1調剤 薬局
     盛薬256 盛岡市本町通三丁目１９番３１号常　勤:    1　代表取締役　川崎　 新規 現存
     (薬       1)茂 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5901,4258,7 鶴亀薬局 〒020-0117 019-663-3090有限会社　鶴亀薬局　石川　三千秋 平14. 7. 1調剤 薬局
     盛薬258 盛岡市緑が丘一丁目１番３７号 常　勤:    4取締役　石川　三千秋 新規 現存
     (薬       4) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6001,4263,7 のぞみ薬局 〒020-0107 019-662-7733株式会社　ライブリー佐藤　正義 平14. 8. 1調剤 薬局
     盛薬263 盛岡市松園二丁目３－３ 常　勤:    3　代表取締役　田中　 移動 現存
     (薬       3)紘一 平26. 8. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6101,4264,5 ほたる薬局 〒020-0105 019-664-1200株式会社　ライブリー田中　知子 平14. 9. 1調剤 薬局
     盛薬264 盛岡市北松園四丁目４番２号 常　勤:    3　代表取締役　田中　 新規 現存
     (薬       3)紘一 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6201,4265,2 こまくさ薬局 〒020-0807 019-605-8686有限会社スタイル薬局小瀬川　美奈子 平14.10. 1調剤 薬局
     盛薬265 盛岡市加賀野四丁目１６番６号 常　勤:    1　代表取締役　平山　 新規 現存
     (薬       1)智宏 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6301,4268,6 マリーン薬局 〒020-0107 019-664-0566佐々木　学 佐々木　学 平14.12. 1調剤 薬局
     盛薬268 盛岡市松園二丁目３７番８号 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   6401,4269,4 ミルマエ調剤薬局 〒020-0831 019-614-0071有限会社エイチ・ケイ冨山　元子 平15. 1. 4調剤 薬局
     盛薬269 盛岡市三本柳１２地割２１番地４常　勤:    1　代表取締役　山陰　 新規 現存
     (薬       1)英也 平27. 1. 4
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6501,4270,2 有限会社おやまだ薬局〒020-0122 019-646-6121有限会社おやまだ薬局小山田　敬幸 平15. 2. 1調剤 薬局
     盛薬270 盛岡市みたけ三丁目２３番４４号常　勤:    1　代表取締役　小山田 移動 現存
     (薬       1)　敬幸 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6601,4271,0 有限会社エメラルド薬〒020-0117 019-665-3360有限会社エメラルド薬高村　典子 平15. 3. 1調剤 薬局
     盛薬271 局緑が丘店 盛岡市緑が丘三丁目２番３５号 常　勤:    2局　代表取締役　杉山 新規 現存
     (薬       2)　善正 平27. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6701,4272,8 さくら薬局本町店 〒020-0015 019-654-7077有限会社トータルディ藤田　由紀 平15. 3. 1調剤 薬局
     盛薬272 盛岡市本町通一丁目１１番１７号常　勤:    1バイズ　取締役　藤澤 新規 現存
     (薬       1)　明弘 平27. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6801,4274,4 まごころ薬局 〒020-0871 019-606-1231株式会社アオキファー大平　尚子 平15. 4. 1調剤 薬局
     盛薬274 盛岡市中ノ橋通二丁目２番１３号常　勤:    3マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       3)青木　泰樹 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6901,4275,1 有限会社エメラルド薬〒020-0862 019-656-5331有限会社エメラルド薬古舘　美樹 平15. 5. 1調剤 薬局
     盛薬275 局仙北店 盛岡市東仙北一丁目３番４８号 常　勤:    1局　代表取締役　杉山 新規 現存
     (薬       1)　善正 平27. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7001,4276,9 調剤薬局ツルハドラッ〒020-0883 019-622-8577株式会社ツルハ　代表吉岡　裕子 平15. 6. 1調剤 薬局
     盛薬276 グ志家店 盛岡市志家町９番９号 常　勤:    1取締役社長　鶴羽　順 新規 現存
     (薬       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   7101,4277,7 下小路薬局 〒020-0015 019-604-9101株式会社ユニオン薬局伊藤　耕太 平15. 6. 1調剤 薬局
     盛薬277 盛岡市本町通一丁目６番３１号 常　勤:    3　代表取締役　村井　 新規 現存
     (薬       3)利昭 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7201,4278,5 調剤薬局ツルハドラッ〒020-0066 019-624-8489株式会社ツルハ　代表小泉　千明 平15. 6. 1調剤 薬局
     盛薬278 グ上田店 盛岡市上田一丁目３番２６号 常　勤:    2取締役社長　鶴羽　順 新規 現存
     (薬       2) 平27. 6. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7301,4281,9 調剤薬局ツルハドラッ〒020-0022 019-604-0085株式会社ツルハ　代表川村　由紀恵 平15. 6. 1調剤 薬局
     盛薬281 グ大通２丁目店 盛岡市大通二丁目３番５号 常　勤:    1取締役社長　鶴羽　順 新規 休止
     (薬       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7401,4282,7 調剤薬局ツルハドラッ〒020-0831 019-614-3080株式会社ツルハ　代表佐藤　公則 平15. 6. 1調剤 薬局
     盛薬282 グ三本柳店 盛岡市三本柳５地割２８番２号 常　勤:    3取締役社長　鶴羽　順 新規 現存
     (薬       3) 平27. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7501,4283,5 調剤薬局ツルハドラッ〒020-0838 019-637-9100株式会社ツルハ　代表佐々木　徹 平15. 6. 1調剤 薬局
     盛薬283 グ津志田店 盛岡市津志田中央二丁目１７番３常　勤:    1取締役社長　鶴羽　順 新規 現存
     ３号 (薬       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7601,4284,3 調剤薬局ツルハドラッ〒020-0866 019-635-6881株式会社ツルハ　代表粟津　和則 平15. 6. 1調剤 薬局
     盛薬284 グ西仙北店 盛岡市本宮一丁目２１番８号 常　勤:    1取締役社長　鶴羽　順 新規 休止
     (薬       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7701,4285,0 調剤薬局ツルハドラッ〒020-0045 019-621-5200株式会社ツルハ　代表若松　幸輝 平15. 6. 1調剤 薬局
     盛薬285 グマリオス店 盛岡市盛岡駅西通二丁目９番１号常　勤:    1取締役社長　鶴羽　順 新規 現存
     マリオス５Ｆ (薬       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［岩手県］

［平成30年 6月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    11 頁

   7801,4286,8 なかのユニオン薬局 〒020-0816 019-652-6587株式会社なかのユニオ西野　豊 平15. 7. 1調剤 薬局
     盛薬286 盛岡市中野一丁目２１番１号 常　勤:    1ン薬局　代表取締役　 移動 現存
     (薬       1)西野　豊 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7901,4292,6 オーロラ薬局 〒020-0863 019-635-1233有限会社　岩手保健企渡邊　倫 平15.11. 1調剤 薬局
     盛薬292 盛岡市南仙北三丁目２番３０号 常　勤:    6画　代表取締役　安ヶ 移動 現存
     (薬       6)平　公 平27.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8001,4293,4 かつら薬局 〒020-0834 019-614-2061有限会社かつら薬局　桂　生代 平16. 2. 1調剤 薬局
     盛薬293 盛岡市永井１３地割１７番３ 常　勤:    2代表取締役　桂　生代 新規 現存
     (薬       2) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8101,4294,2 ナガハシ薬局 〒020-0146 019-648-8227株式会社広田薬品　代兼田　幸治 平16. 5. 1調剤 薬局
     盛薬294 盛岡市長橋町１７番４０号 常　勤:    2表取締役　高見幸江 新規 現存
     (薬       2) 平28. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8201,4298,3 むかいなかの調剤薬局〒020-0851 019-631-3100株式会社ライフファー山口　正 平16.10. 1調剤 薬局
     盛薬298 盛岡市向中野二丁目５４番１２号常　勤:    1マ　代表取締役　山口 新規 現存
     (薬       1)文夫 平28.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8301,4299,1 アイリス薬局 〒020-0114 019-665-3030有限会社一戸調剤　代鈴木　英一 平16.11. 1調剤 薬局
     盛薬299 盛岡市高松三丁目１０番１４号 常　勤:    1表取締役　福士　正巳 新規 現存
     (薬       1) 平28.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8401,4300,7 あすなろ薬局 〒020-0871 019-623-8880株式会社アオキファー高橋　勇 平17. 1. 1調剤 薬局
     盛薬300 盛岡市中ノ橋通一丁目１４番９号常　勤:    6マシー　代表取締役　 移動 現存
     (薬       6)青木　泰樹 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   8501,4301,5 おおたばし調剤薬局 〒020-0866 019-656-3131株式会社ライフファー白畑　美穂 平17. 5. 1調剤 薬局
     盛薬301 盛岡市本宮字小板小瀬１３番８ 常　勤:    1マ　代表取締役　山口 新規 現存
     (薬       1)文夫 平29. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8601,4303,1 ミルキー薬局 〒020-0143 019-646-0369有限会社ファルマワタ渡辺　憲之 平17. 5.18調剤 薬局
     盛薬303 盛岡市上厨川字杉原５０番４８号常　勤:    2ナベ　代表取締役　渡 新規 現存
     (薬       2)辺憲之 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8701,4305,6 銀河薬局 〒020-0866 019-635-8911株式会社銀河調剤　代杉山　智恵子 平17. 6. 1調剤 薬局
     盛薬305 盛岡市本宮六丁目１番５５号 常　勤:   10表取締役　佐野　元彦 新規 現存
     (薬      10) 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8801,4307,2 本町薬局 〒020-0015 019-652-8200株式会社ライブリー　苫米地　百子 平17. 6. 1調剤 薬局
     盛薬307 盛岡市本町通一丁目９番２８号 常　勤:    4代表取締役　田中紘一 新規 現存
     (薬       4) 平29. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8901,4308,0 日本調剤盛岡薬局 〒020-0066 019-604-8080日本調剤株式会社　代金口　美雄 平17. 9. 1調剤 薬局
     盛薬308 盛岡市上田一丁目４番３号 常　勤:    3表取締役　三津原博 新規 現存
     (薬       3) 平29. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9001,4309,8 たくぼく薬局 〒028-4132 019-669-5800株式会社　ライブリー阿部　恵理子 平16. 6. 1調剤 薬局
     盛薬309 盛岡市渋民字駅１０４番地 常　勤:    2　代表取締役　田中紘 新規 現存
     (薬       2)一 平28. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9101,4310,6 八幡町薬局 〒020-0872 019-604-7770株式会社ライブリー　鈴木　可奈子 平18. 1. 1調剤 薬局
     盛薬310 盛岡市八幡町３番２２号 常　勤:    5代表取締役　田中紘一 新規 現存
     (薬       5) 平30. 1. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   9201,4312,2 油町薬局 〒020-0015 019-629-3400ラッキーバッグ株式会鹿野　京子 平18. 3. 1調剤 薬局
     盛薬312 盛岡市本町通一丁目１１番２５号常　勤:    1社　代表取締役　大橋 新規 現存
     (薬       1)　一夫 平30. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9301,4316,3 リーフ薬局 〒020-0851 019-656-5877有限会社Ｂ・アクティ佐藤　香紀 平18. 4. 1調剤 薬局
     盛薬316 盛岡市向中野三丁目１０番１０号常　勤:    1ヴ　代表取締役　佐藤 新規 現存
     (薬       1)　香紀 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9401,4319,7 薬局ポラリス 〒020-0133 019-656-8500Ｈ２有限会社　代表取遠藤　暁子 平18. 8. 1調剤 薬局
     盛薬319 盛岡市青山二丁目２４番３号 常　勤:    1締役　四倉　暁子 新規 現存
     (薬       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9501,4320,5 さんぺい薬局 〒020-0147 019-641-0335有限会社アトライズ　川崎　卓 平18. 9. 1調剤 薬局
     盛薬320 盛岡市大館町２６番２号 常　勤:    1代表取締役　川崎　茂 新規 現存
     (薬       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9601,4322,1 永井中央薬局 〒020-0834 019-605-7050株式会社永井中央薬局井口　かんな 平18.11. 1調剤 薬局
     盛薬322 盛岡市永井１９地割２５３番地１常　勤:    2　代表取締役　井口　 新規 現存
     (薬       2)かんな 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9701,4323,9 フロンティア薬局盛岡〒020-0052 019-656-2400株式会社フロンティア田屋　幸恵 平18.12. 1調剤 薬局
     盛薬323 店 盛岡市中太田泉田６６番地１１ 常　勤:    2　代表取締役　重森　 新規 現存
     (薬       2)裕之 平24.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9801,4324,7 株式会社さかな町薬局〒020-0878 019-651-8311株式会社さかな町薬局中村　豊 平19. 4. 1調剤 薬局
     盛薬324 盛岡市肴町４番３０号 常　勤:    3　代表取締役　杉山　 新規 現存
     (薬       3)善正 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9901,4325,4 クローバー薬局 〒020-0866 019-656-2011有限会社テルイ　代表照井　範子 平19. 4. 1調剤 薬局
     盛薬325 盛岡市本宮字小板小瀬１３番３ 常　勤:    1取締役　照井　範子 新規 現存
     (薬       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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  10001,4326,2 ワカバ薬局 〒020-0063 019-622-3067株式会社ワカバ薬局　菅原　奎一郎 平19. 5. 1調剤 薬局
     盛薬326 盛岡市材木町６番１５号 常　勤:    1代表取締役　菅原　奎 組織変更 現存
     (薬       1)一郎 平25. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10101,4327,0 ワカバ薬局都南店 〒020-0831 019-637-6011株式会社　ワカバ薬局菅原　利江 平19. 5. 1調剤 薬局
     盛薬327 盛岡市三本柳１１地割１２番地１常　勤:    3　代表取締役　菅原　 組織変更 現存
     (薬       3)奎一郎 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10201,4328,8 とけい台薬局 〒020-0866 019-631-3115株式会社とけい台薬局佐藤　友宏 平19. 7. 1調剤 薬局
     盛薬328 盛岡市本宮六丁目２番２６号 常　勤:    1　代表取締役　佐藤　 新規 現存
     (薬       1)友宏 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10301,4329,6 よつば薬局 〒020-0121 019-643-2888株式会社クレセント　田村　保子 平19.12. 1調剤 薬局
     盛薬329 盛岡市月が丘二丁目２番５９号 常　勤:    3代表取締役　米田　明 新規 現存
     (薬       3)夫 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10401,4330,4 つばさ薬局 〒020-0836 019-632-2166有限会社フローレンス植松　則之 平19.12.10調剤 薬局
     盛薬330 盛岡市津志田西二丁目１３番５号常　勤:    1薬局　代表取締役　白 新規 現存
     (薬       1)濱　成朗 平25.12.10
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10501,4333,8 まつや調剤薬局 〒028-4125 019-682-0031有限会社まつや　代表千葉　俊介 平20. 6. 1調剤 薬局
     盛薬333 盛岡市好摩字夏間木１０７番地３常　勤:    3取締役　千葉　進 新規 現存
     (薬       3) 平26. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10601,4336,1 リープ薬局 〒020-0066 019-601-3030有限会社メディワーク髙橋　純子 平20. 6. 4調剤 薬局
     盛薬336 盛岡市上田一丁目１番３５号 常　勤:    3ス盛岡　代表取締役　 新規 現存
     (薬       3)東　透 平26. 6. 4
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10701,4337,9 かえで薬局 〒020-0117 019-656-1493有限会社こうの薬局　河野　潤 平20. 6.23調剤 薬局
     盛薬337 盛岡市緑が丘三丁目１８番２号 常　勤:    2代表取締役　河野　多 新規 現存
     (薬       2)計士 平26. 6.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  10801,4338,7 あさがお薬局 〒020-0816 019-656-0610株式会社ヤクシン　代山内　亮子 平20. 8. 1調剤 薬局
     盛薬338 盛岡市中野一丁目９番２７号栄林常　勤:    2表取締役　髙橋　義利 新規 現存
     孫１階１０１号室 (薬       2) 平26. 8. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10901,4339,5 好摩薬局 〒028-4125 019-669-3330株式会社ライブリー　松本　友理 平20. 8. 1調剤 薬局
     盛薬339 盛岡市好摩字夏間木１０２番１４常　勤:    2代表取締役　田中　紘 新規 現存
     (薬       2)一 平26. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11001,4341,1 みつばち薬局 〒020-0121 019-647-3888株式会社ＧＧファーマ小原　順子 平20.10. 1調剤 薬局
     盛薬341 盛岡市月が丘一丁目１番６３号 常　勤:    2シー　代表取締役　佐 新規 現存
     (薬       2)々木　俊 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11101,4342,9 あおい薬局 〒020-0066 019-604-7103有限会社こなん薬局　小田島　幸子 平20.11. 5調剤 薬局
     盛薬342 盛岡市上田四丁目２０番６０号 常　勤:    1代表取締役　工藤　裕 新規 現存
     (薬       1)子 平26.11. 5
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11201,4344,5 公園通薬局 〒020-0024 019-626-5656株式会社ライブリー　赤澤　直樹 平21. 3. 1調剤 薬局
     盛薬344 盛岡市菜園二丁目５番２９号菜園常　勤:    1代表取締役　田中紘一 新規 現存
     志和ビル１Ｆ (薬       1) 平27. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11301,4345,2 エイシン薬局 〒020-0121 019-641-0454株式会社フォー・サン佐藤　由美子 平21. 4. 1調剤 薬局
     盛薬345 盛岡市月が丘二丁目５番２１号 常　勤:    1　代表取締役　鈴木　 新規 現存
     (薬       1)保 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11401,4346,0 さくらの調剤薬局 〒020-0866 019-681-0411株式会社リッツ　代表太田代　澄恵 平21. 4. 1調剤 薬局
     盛薬346 盛岡市本宮一丁目８番４号 常　勤:    1取締役　太田代　澄恵 新規 現存
     (薬       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  11501,4347,8 本宮センター薬局 〒020-0857 019-656-5867有限会社ウイング　代千葉　國彦 平21. 5. 1調剤 薬局
     盛薬347 盛岡市北飯岡一丁目２番７１号 常　勤:    2表取締役社長　岡村　 新規 現存
     (薬       2)博文 平27. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11601,4348,6 みつや薬局 〒020-0141 019-648-6060株式会社ライブリー　柴橋　雪子 平21.10. 1調剤 薬局
     盛薬348 盛岡市中屋敷町１番３３号 常　勤:    1代表取締役　田中紘一 新規 現存
     (薬       1) 平27.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11701,4350,2 中津川薬局 〒020-0878 019-604-2300有限会社ケイアンドワ佐々木　真紀子 平22. 1. 1調剤 薬局
     盛薬350 盛岡市肴町８－５ 常　勤:    3イ　代表取締役　田屋 新規 現存
     (薬       3)祐二 平28. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11801,4351,0 菜園よつば薬局 〒020-0022 019-681-3222有限会社ブロス・カン小原　潤子 平22. 1.12調剤 薬局
     盛薬351 盛岡市大通１丁目１１番５号 常　勤:    1パニー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)佐々木淳 平28. 1.12
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11901,4354,4 クラフト薬局　盛岡青〒020-0133 019-641-9001クラフト株式会社　代鈴木　香里 平22. 4. 1調剤 薬局
     盛薬354 山店 盛岡市青山一丁目２０番４２号 常　勤:    3表取締役　大塚　吉史 新規 現存
     (薬       3) 平28. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12001,4356,9 あさがお薬局上田店 〒020-0066 019-681-4371株式会社ヤクシン　代高橋　喜久子 平22. 4. 1調剤 薬局
     盛薬356 盛岡市上田一丁目１０番３６号 常　勤:    3表取締役　高橋　義利 新規 現存
     (薬       3) 平28. 4. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12101,4357,7 そうごう薬局　盛岡つ〒020-0055 019-691-7251総合メディカル株式会村田　仁美 平22. 5. 1調剤 薬局
     盛薬357 なぎ店 盛岡市繋字尾入野６４番９ 常　勤:    4社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       4)　賢治 平28. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  12201,4358,5 大通よつば薬局 〒020-0022 019-681-4091有限会社ブロス・カン杉浦　学 平22. 5. 1調剤 薬局
     盛薬358 盛岡市大通二丁目７番２０号 常　勤:    2パニー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)佐々木淳 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12301,4362,7 イオン薬局盛岡南店 〒020-0866 019-631-3000イオンリテール株式会遠藤　芙美 平23. 3. 1調剤 薬局
     盛薬362 盛岡市本宮七丁目１番１号 常　勤:    4社　代表取締役　岡崎 新規 現存
     (薬       4)　双一 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12401,4363,5 津志田薬局 〒020-0838 019-614-9986株式会社ラパナ　代表新井山　耕平 平23. 8. 1調剤 薬局
     盛薬363 盛岡市津志田中央二丁目１８番２常　勤:    1取締役　水野　克己 組織変更 現存
     ３号 (薬       1) 平29. 8. 1
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12501,4367,6 月が丘薬局 〒020-0121 019-648-3939株式会社ライブリー　大和　圭二郎 平24. 1. 1調剤 薬局
     盛薬367 盛岡市月が丘一丁目２９番７号 常　勤:    5代表取締役　田中　紘 新規 現存
     (薬       5)一 平30. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12601,4368,4 みずほ薬局月が丘 〒020-0121 019-601-8211有限会社タカサゴ・メ高砂子　晋平 平24. 3. 1調剤 薬局
     盛薬368 盛岡市月が丘一丁目２９番１６号常　勤:    2ディカル　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　高砂子　修作 平30. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12701,4369,2 ヨシダ調剤薬局 〒020-0881 019-625-8148有限会社天神ファーマ吉田　健吾 平24. 4. 1調剤 薬局
     盛薬369 盛岡市天神町１１番４号 常　勤:    2シー　代表取締役　吉 移動 現存
     (薬       2)田　健吾 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12801,4370,0 天神町薬局 〒020-0881 019-681-2441株式会社トライアング三田　弘子 平24. 5.13調剤 薬局
     盛薬370 盛岡市天神町８番２４号 常　勤:    2ル　代表取締役　三田 新規 現存
     (薬       2)　弘子 平30. 5.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12901,4372,6 リリィ薬局盛岡北店 〒020-0125 019-681-0165シップヘルスケアファ関口　雅史 平24. 9. 1調剤 薬局
     盛薬372 盛岡市上堂二丁目４番１１号 常　勤:    3ーマシー東日本株式会 新規 現存
     (薬       3)社　代表取締役　沖本 平24. 9. 1
     非常勤:    3　浩一
     (薬       3)
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  13001,4373,4 ななっく調剤薬局 〒020-8573 019-681-6009株式会社村源　代表取水谷　久 平25. 2. 1調剤 薬局
     盛薬373 盛岡市中ノ橋通一丁目６番８号な常　勤:    1締役　村井　利昭 新規 現存
     なっく地下１階 (薬       1) 平25. 2. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13101,4374,2 三ツ割薬局 〒020-0011 019-663-5311有限会社フクダ薬局　福田　法子 平25. 3. 1調剤 薬局
     盛薬374 盛岡市三ツ割五丁目７番１５号 常　勤:    2代表取締役　福田　淳 移動 現存
     (薬       2)一 平25. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13201,4375,9 そうごう薬局　盛岡中〒020-0021 019-613-6671総合メディカル株式会菅原　亜矢 平25. 8. 1調剤 薬局
     盛薬375 央通店 盛岡市中央通二丁目２番５号Ｌ．常　勤:    4社　代表取締役　坂本 新規 現存
     Ｂｉｚ盛岡１階 (薬       4)　賢治 平25. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13301,4376,7 銀河薬局開運橋店 〒020-0022 019-601-5562株式会社銀河調剤　代畑澤　淳一 平25.10.21調剤 薬局
     盛薬376 盛岡市大通三丁目９番３号 常　勤:    1表取締役　佐野　元彦 新規 現存
     (薬       1) 平25.10.21
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13401,4377,5 かがの調剤薬局 〒020-0807 019-604-2125株式会社ファーマみら高林　江美 平25.11. 1調剤 薬局
     盛薬377 盛岡市加賀野三丁目１２番２１号常　勤:    3い　代表取締役　清原 組織変更 現存
     (薬       3)　陽子 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13501,4378,3 そよ風薬局盛岡店 〒020-0108 019-664-0512株式会社ファーマみら林　哲郎 平25.11. 1調剤 薬局
     盛薬378 盛岡市東黒石野三丁目１番１２号常　勤:    1い　代表取締役　清原 組織変更 現存
     (薬       1)　陽子 平25.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13601,4379,1 そよ風薬局松園店 〒020-0103 019-664-0397株式会社ファーマみら小笠　正嗣 平25.11. 1調剤 薬局
     盛薬379 盛岡市西松園三丁目２０番１２号常　勤:    2い　代表取締役　清原 組織変更 現存
     (薬       2)　陽子 平25.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  13701,4380,9 オアシス薬局 〒020-0122 019-681-1034株式会社メディカルハ髙橋　優 平25.12.16調剤 薬局
     盛薬380 盛岡市みたけ四丁目３６番３３号常　勤:    1ート岩手　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　髙橋　優 平25.12.16
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13801,4381,7 上田薬局 〒020-0066 019-625-5612株式会社アオキファー佐々木　淳一 平26. 2. 1調剤 薬局
     盛薬381 盛岡市上田一丁目６番９号 常　勤:    2マシー　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       2)青木　泰樹 平26. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13901,4382,5 そうごう薬局　盛岡中〒020-0021 019-681-7101総合メディカル株式会三上　智美 平26. 4. 1調剤 薬局
     盛薬382 央通西店 盛岡市中央通三丁目１６番１５号常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平26. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14001,4384,1 すみれ薬局 〒020-0132 019-645-2311Ｈ２有限会社　代表取髙野　浩史 平26. 6. 1調剤 薬局
     盛薬384 盛岡市西青山２－１８－５７ 常　勤:    2締役　四倉　暁子 移動 現存
     (薬       2) 平26. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14101,4386,6 しんせい薬局 〒020-0112 019-663-2366有限会社菊屋薬局　代佐々木　真紀子 平26. 9. 1調剤 薬局
     盛薬386 盛岡市東緑が丘２３－８ 常　勤:    2表取締役　佐々木　順 移動 現存
     (薬       2)子 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14201,4388,2 調剤薬局ツルハドラッ〒020-0851 019-656-5260株式会社ツルハ　代表栃内　香代子 平26.11. 1調剤 薬局
     盛薬388 グ盛岡向中野店 盛岡市向中野５丁目２９番３８号常　勤:    1取締役社長　鶴羽　順 新規 現存
     (薬       1) 平26.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14301,4390,8 ぺんぎん薬局 〒020-0064 019-652-3345株式会社アオキファー工藤　寛史 平27. 1. 1調剤 薬局
     盛薬390 盛岡市梨木町２番１４号 常　勤:    2マシー　代表取締役　 移動 現存
     (薬       2)青木　泰樹 平27. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  14401,4391,6 エキナカ薬局Ｐｈａｒ〒020-0034 019-601-6256株式会社ファーマ・ラ木村　薫 平27. 4. 1調剤 薬局
     盛薬391 ｍａ‐Ｌａｂｏ 盛岡市盛岡駅前通１－４４ 常　勤:    2ボ　代表取締役　細田 新規 現存
     (薬       2)　稔男 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14501,4392,4 しぶたみ薬局 〒028-4134 019-656-7015有限会社　ふうせん薬小笠原　聖彦 平27. 6. 1調剤 薬局
     盛薬392 盛岡市下田陣場４２－１６ 常　勤:    2局　代表取締役　小笠 新規 現存
     (薬       2)原　文子 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14601,4393,2 ひだまり薬局 〒020-0866 019-658-1313株式会社スカイファー鈴木　空 平27. 7. 1調剤 薬局
     盛薬393 盛岡市本宮５－１－１ 常　勤:    2マ　代表取締役　鈴木 組織変更 現存
     (薬       2)　空 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14701,4395,7 すばる薬局　永井店 〒020-0834 019-614-0025株式会社スカイリーフ米島　茂樹 平27. 8. 1調剤 薬局
     盛薬395 盛岡市永井２２地割３－１２８ 常　勤:    1　代表取締役　米島　 組織変更 現存
     (薬       1)茂樹 平27. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14801,4396,5 オリーブ薬局 〒020-0866 019-631-2165有限会社ケイアンドワ久慈　勘右衛門 平27.11. 1調剤 薬局
     盛薬396 盛岡市本宮６－２－３２ 常　勤:    2イ　代表取締役　田屋 新規 現存
     (薬       2)　祐二 平27.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14901,4397,3 ソレイユ調剤薬局 〒020-0822 019-652-2822有限会社ケイアンドワ高橋　淳子 平27.11. 1調剤 薬局
     盛薬397 盛岡市茶畑１－８－２０ 常　勤:    1イ　代表取締役　田屋 新規 現存
     (薬       1)　祐二 平27.11. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15001,4398,1 あおば薬局　上田店 〒020-0066 019-622-0370有限会社ワイズファー大森　由希江 平27.11. 1調剤 薬局
     盛薬398 盛岡市上田１丁目１８－５０ 常　勤:    1マシー　代表取締役　 移動 現存
     (薬       1)畠山　裕一 平27.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15101,4399,9 イオン薬局盛岡店 〒020-0148 019-605-3730イオンリテール株式会小野寺　宏行 平28. 3. 1調剤 薬局
     盛薬399 盛岡市前潟４丁目７－１ 常　勤:    4社　代表取締役　岡崎 移動 現存
     (薬       4)　双一 平28. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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  15201,4401,3 中田全快薬局 〒020-0836 019-613-5686株式会社ｚｅｎｋａｉ中田　辰介 平28. 7. 1調剤 薬局
     盛薬401 盛岡市津志田西二丁目１６番８０常　勤:    2　代表取締役　中田　 新規 現存
     号 (薬       2)辰介 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15301,4402,1 なごみ薬局 〒020-0125 019-648-0753株式会社　エンデバー柴田　美佐子 平28. 7.17調剤 薬局
     盛薬402 盛岡市上堂一丁目１８番２６号 常　勤:    1　代表取締役　野舘　 移動 現存
     (薬       1)敬直 平28. 7.17
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15401,4404,7 せいりゅう薬局 〒020-0885 019-623-1511佐藤　聖五 佐藤　聖五 平28. 9. 1調剤 薬局
     盛薬404 盛岡市紺屋町６－２４藤井ビル１常　勤:    1 組織変更 現存
     ０２号 (薬       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15501,4405,4 リリィ薬局　高松店 〒020-0114 019-681-3117シップヘルスケアファ佐藤　啓太 平28.10. 1調剤 薬局
     盛薬405 盛岡市高松三丁目９－１０ 常　勤:    2ーマシー東日本株式会 新規 現存
     (薬       2)社　代表取締役　沖本 平28.10. 1
     非常勤:    3　浩一
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15601,4406,2 工藤薬局 〒020-0004 019-623-4790工藤　聖 工藤　淑子 平28. 8.15調剤 薬局
     盛薬406 盛岡市山岸二丁目１２番１５号 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平28. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15701,4407,0 上太田薬局 〒020-0053 019-658-1055有限会社　ファーマシ田中　順一 平28.10. 1調剤 薬局
     盛薬407 盛岡市上太田弘法清水１番地 常　勤:    1ー盛岡　代表取締役　 移動 現存
     (薬       1)齋藤　秀文 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15801,4408,8 ひまわり薬局 〒020-0034 019-654-6019有限会社こまち薬局　中舘　貴枝子 平29. 4. 1調剤 薬局
     盛薬408 盛岡市盛岡駅前通１４番２１号 常　勤:    3代表取締役　高橋　徳 組織変更 現存
     (薬       3)行 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15901,4409,6 けい福薬局 〒020-0122 019-613-2107株式会社　フォー・サ鈴木　保 平29. 4. 1調剤 薬局
     盛薬409 盛岡市みたけ三丁目１１番３６号常　勤:    1ン　代表取締役　鈴木 新規 現存
     (薬       1)　保 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  16001,4410,4 茶畑薬局 〒020-0822 019-622-1800株式会社ライブリー　梶山　恵津子 平29. 6. 1調剤 薬局
     盛薬410 盛岡市茶畑二丁目６番１４号 常　勤:    2代表取締役　田中　紘 新規 現存
     (薬       2)一 平29. 6. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16101,4411,2 あかほろ薬局 〒020-0132 019-646-4258有限会社菊屋薬局　代新淵　有記 平29. 7. 1調剤 薬局
     盛薬411 盛岡市西青山１丁目８－６ 常　勤:    2表取締役　新淵　宏 新規 現存
     (薬       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16201,4412,0 日本調剤　東安庭薬局〒020-0824 019-656-1611日本調剤株式会社　代町田　宏行 平29.10. 1調剤 薬局
     盛薬412 盛岡市東安庭一丁目２３番６３号常　勤:    2表取締役　三津原　博 交代 現存
     (薬       2) 平29.10. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16301,4413,8 あまいろ薬局 〒020-0861 019-613-7005有限会社ブロス・カン中村　智子 平29.11. 1調剤 薬局
     盛薬413 盛岡市仙北２丁目１－２０ＲＥＣ常　勤:    2パニー　代表取締役　 新規 現存
     ＯＲＯＳ仙北町１Ｆ (薬       2)佐々木　淳 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16401,4414,6 アイン薬局　盛岡南店〒020-0831 019-601-2235株式会社アインファー葛巻　秀和 平29.11. 1調剤 薬局
     盛薬414 盛岡市三本柳６地割１番地１ 常　勤:    7マシーズ　代表取締役 新規 現存
     (薬       7)　大石　美也 平29.11. 1
     非常勤:   18
     (薬      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16501,4415,3 アイセイ薬局　盛岡材〒020-0063 019-681-3707株式会社アイセイ薬局長谷川　望 平29.10. 1調剤 薬局
     盛薬415 木町店 盛岡市材木町４番３３号 常　勤:    3　代表取締役　藤井　 交代 現存
     (薬       3)江美 平29.10. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16601,4416,1 まやま薬局 〒020-0121 019-681-1159まやま薬局株式会社　徳永　俊作 平29.12.10調剤 薬局
     盛薬416 盛岡市月が丘３丁目４０－２６ 常　勤:    1代表取締役　徳永　裕 移動 現存
     (薬       1)子 平29.12.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16701,4417,9 ウエルシア薬局　盛岡〒020-0866 019-636-1064ウエルシア薬局株式会馬場　秀樹 平30. 1.25調剤 薬局
     盛薬417 本宮店 盛岡市本宮６丁目１番６５号 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平30. 1.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  16801,4418,7 あおば薬局　桜小路店〒020-0066 019-656-1250有限会社ワイズファー高橋　冬華 平30. 4.16調剤 薬局
     盛薬418 盛岡市上田１丁目２０－１ 常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)畠山　裕一 平30. 4.16
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16901,4419,5 トマト薬局　北飯岡店〒020-0857 019-618-2657ロングウェルファーマ長井　貴之 平30. 4. 1調剤 薬局
     盛薬419 盛岡市北飯岡３丁目２０番３２号常　勤:    1株式会社　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　長井　貴之 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17001,4420,3 たてさか薬局 〒020-0115 019-601-4005株式会社アオキファー草刈　修一 平30. 4. 1調剤 薬局
     盛薬420 盛岡市館向町４番１２号 常　勤:    2マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)青木　泰樹 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17101,4421,1 木の実薬局 〒020-0838 019-656-0700株式会社ライブリー　中神　力嗣 平30. 5. 1調剤 薬局
     盛薬421 盛岡市津志田中央三丁目７番８号常　勤:    1代表取締役　田中　紘 新規 現存
     (薬       1)一 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17201,4422,9 調剤薬局ツルハドラッ〒020-0838 019-637-9100株式会社ツルハ　代表佐々木　徹 平30. 5. 7調剤 薬局
     盛薬422 グ津志田店 盛岡市津志田中央２丁目１７－３常　勤:    2取締役　鶴羽　順 移動 現存
     ３ (薬       2) 平30. 5. 7
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17301,4423,7 西青山薬局 〒020-0132 019-601-4141ラッキーバッグ株式会熊谷　真司 平30. 5. 7調剤 薬局
     盛薬423 盛岡市西青山二丁目４番１７号 常　勤:    1社　代表取締役　大橋 新規 現存
     (薬       1)　一夫 平30. 5. 7
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17402,4017,5 健康堂薬局駅前店 〒027-0076 0193-63-8181合資会社健康堂薬局　八重樫　裕司 昭62. 4. 1調剤 薬局
     宮薬17 宮古市栄町２番４号 常　勤:    1代表社員　船越　 子 新規 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17502,4023,3 有限会社ポプラ薬局 〒027-0075 0193-62-8523有限会社　ポプラ薬局黒田　眞智子 平 4. 7. 1調剤 薬局
     宮薬23 宮古市和見町１番１５号 常　勤:    1　代表取締役　黒田　 組織変更 現存
     (薬       1)毅 平28. 7. 1
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  17602,4026,6 船越薬局 〒027-0083 0193-63-8444船越　憲治 船越　憲治 平 6. 4. 1調剤 薬局
     宮薬26 宮古市大通三丁目１番２４号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17702,4030,8 つくし薬局磯鶏店 〒027-0023 0193-71-2100株式会社ワークイン　阪本　康太 平10.11. 1調剤 薬局
     宮薬30 宮古市磯鶏沖１５番１１号 常　勤:    1代表取締役　西舘　孝 新規 現存
     (薬       1)雄 平28.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17802,4031,6 有限会社　かもめ薬局〒027-0075 0193-71-2077有限会社かもめ薬局　千葉　信幸 平11. 1. 1調剤 薬局
     宮薬31 宮古市和見町８番２７号 常　勤:    2代表取締役　千葉　信 新規 現存
     (薬       2)幸 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17902,4036,5 みなとや調剤薬局 〒027-0083 0193-71-2033株式会社みなとや薬局笹井　康則 平11. 5. 1調剤 薬局
     宮薬36 宮古市大通１丁目５番３号 常　勤:    3　代表取締役　湊谷　 移動 現存
     (薬       3)寿邦 平29. 9. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18002,4037,3 健康堂薬局小山田店 〒027-0038 0193-64-5650合資会社健康堂薬局　舩越　祐子 平12. 7.13調剤 薬局
     宮薬37 宮古市小山田２丁目７番７０号 常　勤:    3代表社員　船越　祐子 新規 現存
     (薬       3) 平24. 7.13
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18102,4038,1 ひまわり薬局 〒027-0042 0193-71-2251株式会社ひまわり薬局高橋　政文 平12.10. 1調剤 薬局
     宮薬38 宮古市神田沢町３番１４号 常　勤:    1　代表取締役　湊谷　 新規 現存
     (薬       1)寿邦 平24.10. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18202,4039,9 あさひ調剤薬局 〒027-0083 0193-71-2015株式会社　みなとや薬湊谷　美法 平14. 5. 1調剤 薬局
     宮薬39 宮古市大通四丁目５番１号 常　勤:    2局　代表取締役　湊谷 新規 現存
     (薬       2)　寿邦 平26. 5. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18302,4040,7 宮古調剤薬局 〒027-0096 0193-71-1289株式会社　宮古アイン坪井　良幸 平14. 5. 1調剤 薬局
     宮薬40 宮古市崎鍬ヶ崎第１地割寒風１１常　勤:    8　代表取締役　淡路　 新規 現存
     番３３ (薬       8)英広 平26. 5. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
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  18402,4044,9 健康堂薬局栄町店 〒027-0076 0193-63-7850合資会社　健康堂藥局吉田　真弥子 平16. 7. 1調剤 薬局
     宮薬44 宮古市栄町１番６２号 常　勤:    3　代表社員　船越　 新規 現存
     (薬       3)子 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18502,4045,6 おかむら調剤薬局 〒027-0061 0193-62-8177有限会社　メディカル小野　緑 平16.10. 1調剤 薬局
     宮薬45 宮古市西町一丁目７番２６号 常　勤:    1小野　取締役　小野　 組織変更 現存
     (薬       1)緑 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18602,4046,4 さくら薬局 〒027-0074 0193-65-0377株式会社みなとや薬局高畑　雄大 平17. 5.23調剤 薬局
     宮薬46 宮古市保久田８番１１－２号 常　勤:    3　代表取締役　湊谷寿 新規 現存
     (薬       3)邦 平29. 9. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18702,4049,8 ミドリ薬局 〒027-0025 0193-63-0027有限会社ミドリ薬局　清水川　大和 平17.11. 1調剤 薬局
     宮薬49 宮古市実田二丁目５番９号 常　勤:    1代表取締役　安見郁雄 組織変更 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18802,4050,6 つくし薬局舘合店 〒027-0077 0193-71-1166株式会社ワークイン　清水　徳子 平18. 4. 1調剤 薬局
     宮薬50 宮古市舘合町１番５号 常　勤:    2代表取締役　西舘　孝 新規 現存
     (薬       2)雄 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18902,4051,4 調剤薬局ツルハドラッ〒027-0074 0193-65-0770株式会社ツルハ　代表沢口　航也 平20. 2. 1調剤 薬局
     宮薬51 グ宮古中央店 宮古市保久田８番５号 常　勤:    2取締役社長　鶴羽　順 新規 現存
     (薬       2) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19002,4052,2 あすなろ薬局 〒027-0074 0193-65-6050合同会社あすなろ薬局佐々木　道人 平20. 6. 6調剤 薬局
     宮薬52 宮古市保久田３番９号 常　勤:    2　職務執行者　下山　 新規 現存
     (薬       2)誠 平26. 6. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19102,4053,0 ミドリ薬局宮古中央店〒027-0085 0193-62-0012有限会社ミドリ薬局　安見　一幸 平20.10. 1調剤 薬局
     宮薬53 宮古市黒田町７番６号 常　勤:    1代表取締役　安見　郁 新規 現存
     (薬       1)雄 平26.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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  19202,4054,8 ふれ亜育薬局 〒028-2302 0193ー76ー2226澤田　裕誠 澤田　裕誠 平 9.12. 1 薬局
     宮薬54 宮古市川井第２地割１６９番地２常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19302,4056,3 にいさと調剤薬局 〒028-2101 0193-77-5700株式会社かねもり　代野崎　厚子 平26. 3. 3調剤 薬局
     宮薬56 宮古市茂市第１地割１１５－４ 常　勤:    1表取締役　金澤　浩之 新規 現存
     (薬       1) 平26. 3. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19402,4057,1 のぞみ調剤薬局 〒027-0061 0193-65-7330ＳＡＳＡＫＩ　ＥＲＰ佐々木　夏子 平28. 1. 1調剤 薬局
     宮薬57 宮古市西町１丁目７－３２ 常　勤:    1　ＣＯ　株式会社　代 新規 現存
     (薬       1)表取締役　佐々木　康 平28. 1. 1
     広
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19502,4058,9 せせらぎ薬局 〒027-0083 0193-77-5801湊谷　紀幸 湊谷　紀幸 平28. 5. 9調剤 薬局
     宮薬58 宮古市大通４丁目５番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 5. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19602,4059,7 アイン薬局　宮古山口〒027-0063 0193-65-7137株式会社アインファー篠　知靖 平28. 6. 1調剤 薬局
     宮薬59 店 宮古市山口五丁目２９５－７ 常　勤:    1マシーズ　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　大石　美也 平28. 6. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19702,4060,5 ミウラ薬局 〒027-0325 0193-65-7303三浦　公成 三浦　敏子 平28. 8. 2調剤 薬局
     宮薬60 宮古市田老三王一丁目１番３－１常　勤:    1 新規 現存
     号 (薬       1) 平28. 8. 2
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19803,4022,3 気仙中央薬局 〒022-0002 0192-26-6231協同組合　気仙ファー金野　良則 平 7. 1. 1調剤 薬局
     大薬22 大船渡市大船渡町字山馬越１８２常　勤:    3マシー　理事長　横澤 新規 現存
     番地４ (薬       3)　康之 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19903,4023,1 コスモ薬局中央店 〒022-0002 0192-27-0293株式会社コスモ薬局　中野　雅弘 平 7. 2. 1調剤 薬局
     大薬23 大船渡市大船渡町字山馬越１７５常　勤:    3代表取締役　中野　雅 新規 現存
     番地４ (薬       3)弘 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20003,4026,4 千葉薬局サンリア店 〒022-0003 0192-26-3578株式会社千葉薬局　代千葉　史子 平 8. 9. 1調剤 薬局
     大薬26 大船渡市盛町字町１０番地１１ 常　勤:    2表取締役　千葉　史子 新規 現存
     (薬       2) 平29. 9. 1
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  20103,4031,4 つくし薬局大船渡店 〒022-0003 0192-25-1180有限会社ミニ・ホップ紺野　伸一 平12. 9. 1調剤 薬局
     大薬31 大船渡市盛町字舘下３番地６ 常　勤:    2　代表取締役　水留　 新規 現存
     (薬       2)政見 平24. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20203,4033,0 千田薬局 〒022-0211 0192ー43ー5010千田　俊治 千田　俊治 平 9. 8. 1調剤 薬局
     大薬33 大船渡市三陸町綾里字清水２１７常　勤:    1 現存
     番地１ (薬       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20303,4036,3 よこさわ薬局 〒022-0004 0192-27-3536有限会社よこさわ　代横澤　和子 平15. 6. 1調剤 薬局
     大薬36 大船渡市猪川町字中井沢７番２ 常　勤:    2表取締役　横澤　康之 移動 現存
     (薬       2) 平27. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20403,4037,1 ひので薬局 〒022-0002 0192-27-6589有限会社　ホソヤ　代細谷　昌弘 平15. 9. 1調剤 薬局
     大薬37 大船渡市大船渡町字明神前９－２常　勤:    1表取締役　細谷　昌弘 新規 現存
     ６ (薬       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20503,4039,7 どりーむ薬局 〒022-0004 0192-21-3300株式会社　ライブリー千田　まり子 平16. 5. 1調剤 薬局
     大薬39 大船渡市猪川町字中井沢７番７ 常　勤:    1　代表取締役　田中紘 新規 現存
     (薬       1)一 平28. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20603,4040,5 つくし薬局猪川店 〒022-0004 0192-21-3663株式会社ワークイン　石川　準二 平16. 8. 1調剤 薬局
     大薬40 大船渡市猪川町字中井沢１０番地常　勤:    5代表取締役　西舘　孝 新規 現存
     １０ (薬       5)雄 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20703,4044,7 みつき調剤薬局 〒022-0003 0192-21-3020有限会社エムネスト　村上　永子 平17.11. 1調剤 薬局
     大薬44 大船渡市盛町字東町５番地４ 常　勤:    1代表取締役　村上永子 組織変更 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20803,4045,4 ユタカ薬局 〒022-0003 0192-21-1560有限会社新山　代表取川﨑　弘志 平18. 7. 1調剤 薬局
     大薬45 大船渡市盛町字内ノ目１１番地２常　勤:    1締役　中嶋　幸代 新規 現存
     ０ (薬       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  20903,4049,6 つくし薬局細浦店 〒022-0001 0192-22-1777株式会社ワークイン　細川　明子 平23.12. 1調剤 薬局
     大薬49 大船渡市末崎町字平林７５番１ 常　勤:    2代表取締役　西舘　孝 移動 現存
     (薬       2)雄 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21003,4050,4 善進堂薬局 〒022-0002 0192-27-9250熊谷　玲子 熊谷　玲子 平24. 1. 1調剤 薬局
     大薬50 大船渡市大船渡町字新田４９番地常　勤:    1 移動 現存
     ３ (薬       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21103,4053,8 りあす薬局 〒022-0006 0192-21-5100株式会社ライブリー　千葉　一馬 平24.11. 1調剤 薬局
     大薬53 大船渡市立根町字中野４０番６ 常　勤:    2代表取締役　田中　紘 移動 現存
     (薬       2)一 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21203,4054,6 とうごう薬局大船渡店〒022-0004 0192-47-3982ロッツ株式会社　代表名古屋　茜 平25. 8.17調剤 薬局
     大薬54 大船渡市猪川町字前田９－２８ 常　勤:    1取締役　富山　泰庸 移動 現存
     (薬       1) 平25. 8.17
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21303,4055,3 アイン薬局　大船渡店〒022-0002 0192-21-3230株式会社アインファー長谷川　伸 平27.11. 1調剤 薬局
     大薬55 大船渡市大船渡町字山馬越１７５常　勤:    2マシーズ　代表取締役 組織変更 現存
     －１ (薬       2)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21403,4056,1 マルヤ薬局 〒022-0002 0192-21-3533合資会社　マルヤ薬局熊谷　敏朗 平29. 2. 1調剤 薬局
     大薬56 大船渡市大船渡町字地ノ森４４番常　勤:    2　代表社員　熊谷　敏 移動 現存
     地３ (薬       2)朗 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21503,4057,9 つばき薬局 〒022-0003 0192-27-9855シップヘルスケアファ阿部　晃悌 平29.11. 1調剤 薬局
     大薬57 大船渡市盛町字内ノ目３－１７ 常　勤:    2ーマシー東日本株式会 交代 現存
     (薬       2)社　代表取締役　沖本 平29.11. 1
     非常勤:    2　浩一
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21605,4036,8 伊藤薬局 〒025-0073 0198-23-5040伊藤　和朗 伊藤　和朗 昭59.10. 1調剤 薬局
     花薬36 花巻市一日市１番１６号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  21705,4037,6 サカモト薬局　大通り〒025-0092 0198-24-9196株式会社　サカモト　坂本　伎臣子 昭61. 1. 1調剤 薬局
     花薬37 店 花巻市大通り一丁目１５番１９号常　勤:    3代表取締役社長　坂本 新規 現存
     (薬       3)　秀樹 平28. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21805,4040,0 パール薬局 〒025-0091 0198-22-3517株式会社メドック　代氏家　道子 昭62. 7. 1調剤 薬局
     花薬40 花巻市西大通り二丁目２２番１７常　勤:    4表取締役　氏家　道子 移動 現存
     号 (薬       4) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21905,4047,5 花巻調剤薬局小舟渡店〒025-0074 0198-23-7665有限会社　桂薫会　花才 　 子 平 7. 1. 1調剤 薬局
     花薬47 花巻市坂本町４番５号 常　勤:    1巻調剤薬局　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　山田　裕司 平28. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22005,4050,9 日本調剤大手門薬局 〒025-0075 0198-23-1380日本調剤株式会社　代外山　一志 平 7.10. 1調剤 薬局
     花薬50 花巻市花城町４番２４号 常　勤:    4表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       4) 平28.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22105,4052,5 二十六薬局 〒025-0091 0198-23-2626株式会社ライブリー　軽石　武晴 平 8. 4. 1調剤 薬局
     花薬52 花巻市西大通り二丁目３番１号 常　勤:    4代表取締役　田中紘一 新規 現存
     (薬       4) 平29. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22205,4055,8 花北薬局 〒025-0072 0198-22-2020株式会社ライブリー　神田　勇人 平 9. 4. 1調剤 薬局
     花薬55 花巻市四日町三丁目５番１０号 常　勤:    3代表取締役　田中　紘 新規 現存
     (薬       3)一 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22305,4057,4 材木町薬局 〒025-0098 0198-22-1661有限会社ファーマシー鎌田　茂子 平 9. 7. 1調剤 薬局
     花薬57 花巻市材木町６番６号 常　勤:    1盛岡　代表取締役　齋 新規 現存
     (薬       1)藤　秀文 平24. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22405,4062,4 はなまる薬局 〒025-0091 0198-41-1870高橋　鉄哉 高橋　鉄哉 平10.11.16調剤 薬局
     花薬62 花巻市西大通り二丁目１番１３号常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28.11.16
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  22505,4063,2 花調ふどう薬局 〒025-0038 0198-41-1455有限会社桂薫会花巻調伊藤　光司 平10.12. 1調剤 薬局
     花薬63 花巻市不動町二丁目１番地１ 常　勤:    1剤薬局　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)山田　裕司 平28.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22605,4066,5 たかき薬局 〒025-0016 0198-41-1522有限会社たかき薬局　笹木　聖 平11. 4. 1調剤 薬局
     花薬66 花巻市高木第１５地割１８番地１常　勤:    3代表取締役　髙橋　さ 新規 現存
     ３ (薬       3)くら 平29. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22705,4070,7 タカハシ薬局 〒025-0092 0198-22-3377有限会社タカハシ薬局高橋　光 平12.11. 1調剤 薬局
     花薬70 花巻市大通り二丁目７番１１号 常　勤:    1　代表取締役　高橋　 組織変更 現存
     (薬       1)光 平24.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22805,4071,5 タカハシひかる薬局 〒025-0091 0198-41-1340有限会社タカハシ薬局佐藤　容子 平12.11. 1調剤 薬局
     花薬71 花巻市西大通り二丁目１１番３号常　勤:    4　代表取締役　高橋　 組織変更 現存
     (薬       4)光 平24.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22905,4072,3 タカハシ星ヶ丘薬局 〒025-0065 0198-22-3378有限会社　タカハシ薬金　由利子 平12.11. 1調剤 薬局
     花薬72 花巻市星が丘二丁目２７番２２号常　勤:    1局　代表取締役　高橋 組織変更 現存
     (薬       1)　光 平24.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23005,4075,6 たんぽぽ薬局 〒025-0312 0198-26-1755株式会社サカモト　代髙橋　悠真 平13. 1. 1調剤 薬局
     花薬75 花巻市二枚橋第６地割４９８番地常　勤:    2表取締役　坂本　秀樹 新規 現存
     １ (薬       2) 平25. 1. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23105,4078,0 スクラム薬局　花巻駅〒025-0091 0198-22-6664有限会社　ケイサポー八重樫　浩子 平14. 8. 1調剤 薬局
     花薬78 西店 花巻市西大通り一丁目３０番７号常　勤:    1ト　代表取締役　千葉 新規 現存
     (薬       1)　啓志 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  23205,4080,6 八木薬局 〒025-0087 0198-24-6177有限会社　八木薬局　八木　由紀雄 平14. 9. 1調剤 薬局
     花薬80 花巻市上町２番１５号 常　勤:    3代表取締役　八木　由 組織変更 現存
     (薬       3)紀雄 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23305,4082,2 諏訪調剤薬局 〒025-0033 0198-21-3303ラッキーバッグ株式会山屋　信行 平15. 5. 1調剤 薬局
     花薬82 花巻市諏訪３９９番地１ 常　勤:    4社　代表取締役　大橋 新規 現存
     (薬       4)　一夫 平27. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23405,4083,0 こしおう薬局 〒025-0016 0198-21-3005有限会社薬師会　代表武田　宣光 平15. 6. 1調剤 薬局
     花薬83 花巻市高木第１８地割６９番１ 常　勤:    1取締役　曽我部　靖雄 新規 現存
     (薬       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23505,4086,3 サカモト薬局健康館 〒025-0038 0198-21-5454株式会社　サカモト　村上　知之 平15.10. 1調剤 薬局
     花薬86 花巻市不動町一丁目２番５ 常　勤:    4代表取締役　坂本秀樹 新規 現存
     (薬       4) 平27.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23605,4087,1 桜台調剤薬局 〒025-0064 0198-21-5036有限会社　レイライン伊藤　禮子 平15.11. 1調剤 薬局
     花薬87 花巻市桜台二丁目１３番１１号 常　勤:    2　代表取締役　菊地　 新規 現存
     (薬       2)正和 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23705,4088,9 かなん薬局 〒025-0039 0198-21-5522有限会社　クラス　代髙橋　稔 平16. 4. 1調剤 薬局
     花薬88 花巻市諏訪町二丁目１番１５ 常　勤:    1表取締役　髙橋　稔 新規 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23805,4089,7 花調あさざわ薬局 〒025-0067 0198-21-5550有限会社　桂薫会　花佐藤　ゆかり 平16. 8. 1調剤 薬局
     花薬89 花巻市浅沢１００番地７ 常　勤:    1巻調剤薬局　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　山田　裕司 平28. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  23905,4091,3 花調きたまん薬局 〒025-0053 0198-21-5551有限会社　桂薫会　花古川　有子 平16.10. 1調剤 薬局
     花薬91 花巻市中北万丁目８３４番地１ 常　勤:    1巻調剤薬局　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　山田　裕司 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24005,4092,1 あおば薬局 〒025-0003 0198-23-1221有限会社和光　代表取柏葉　公敬 平17. 5. 1調剤 薬局
     花薬92 花巻市東宮野目第１３地割１０５常　勤:    1締役　小原孝紀 新規 現存
     番４ (薬       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24105,4093,9 調剤薬局ツルハドラッ〒025-0091 0198-21-5878株式会社ツルハ　代表立花　宏介 平17.12. 1調剤 薬局
     花薬93 グ西大通店 花巻市西大通り二丁目１番２５号常　勤:    1取締役　鶴羽　順 新規 現存
     (薬       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24205,4094,7 有限会社わかそう薬局〒028-3203 0198-48-2529有限会社わかそう薬局若柳　純子 平 6.10. 1調剤 薬局
     花薬94 花巻市大迫町大迫第３地割２３０常　勤:    1　代表取締役　若柳　 新規 現存
     番地 (薬       1)純子 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24305,4096,2 イワダテ薬局 〒028-3101 0198-45-3528岩舘　美智子 岩舘　美智子 昭57.10. 1調剤 薬局
     花薬96 花巻市石鳥谷町好地第１６地割１常　勤:    1 新規 現存
     ２９番地 (薬       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24405,4099,6 有限会社ひまわり薬局〒028-3101 0198-46-1255有限会社ひまわり薬局長谷川　浩由 平12. 6. 1調剤 薬局
     花薬99 花巻市石鳥谷町好地第７地割１２常　勤:    1　代表取締役　櫻井　 新規 現存
     ４番地１８ (薬       1)正彦 平30. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24505,4100,2 フロンティア薬局石鳥〒028-3111 0198-46-1733株式会社　フロンティ田村　宏明 平13.10. 1 薬局
     花薬100 谷店 花巻市石鳥谷町新堀第８地割３４常　勤:    2ア　代表取締役　重森 新規 現存
     －４ (薬       2)裕之 平25.10. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  24605,4102,8 東和薬局 〒028-0115 0198-42-4370有限会社武政　代表取武政　文彦 平 8. 7. 1調剤 薬局
     花薬102 花巻市東和町安俵６区１４２番地常　勤:    2締役　武政　文彦 新規 現存
     ２ (薬       2) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24705,4103,6 有限会社ひだまり薬局〒028-0113 0198-44-2977有限会社ひだまり薬局小原　秀晴 平11.10. 1調剤 薬局
     花薬103 花巻市東和町東晴山８区３８番地常　勤:    1　代表取締役　小原秀 新規 現存
     ２ (薬       1)晴 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24805,4104,4 おたや町薬局 〒025-0082 0198-21-3511有限会社ケイサポート瀬川　忍 平18. 2. 1調剤 薬局
     花薬104 花巻市御田屋町１番４３号 常　勤:    1　代表取締役　千葉　 新規 現存
     (薬       1)啓志 平30. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24905,4105,1 ゆもと薬局 〒025-0304 0198-37-1222ラッキーバッグ株式会梅木　効 平18. 3. 1調剤 薬局
     花薬105 花巻市湯本第４地割３０番地１６常　勤:    2社　代表取締役　大橋 新規 現存
     (薬       2)　一夫 平30. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25005,4106,9 つくし薬局　花巻店 〒025-0097 0198-21-5580株式会社メディモール鈴木　春世 平18. 4. 1調剤 薬局
     花薬106 花巻市若葉町二丁目４番１４号 常　勤:    3　代表取締役　西舘　 新規 現存
     (薬       3)孝雄 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25105,4108,5 おおはさま薬局 〒028-3203 0198-48-2626株式会社アオキファー佐々木　徹 平18.10. 1調剤 薬局
     花薬108 花巻市大迫町大迫１３地割８番１常　勤:    2マシー　代表取締役　 新規 現存
     １ (薬       2)青木　泰樹 平24.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25205,4110,1 ほおずき薬局 〒028-3101 0198-46-1410有限会社薬師会　代表曽我部　由美子 平18.10. 1調剤 薬局
     花薬110 花巻市石鳥谷町好地７地割２０６常　勤:    1取締役　曽我部　靖雄 新規 現存
     番地５ (薬       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25305,4111,9 ゆぐち薬局 〒025-0042 0198-38-1300株式会社ライブリー　佐藤　大峰 平18.12. 1調剤 薬局
     花薬111 花巻市円万寺字下中野４５番１１常　勤:    1代表取締役　田中　紘 新規 現存
     (薬       1)一 平24.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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  25405,4112,7 花巻温泉薬局 〒025-0304 0198-37-1600株式会社ライブリー　国村　武司 平19. 1. 4調剤 薬局
     花薬112 花巻市湯本第１地割６番１ 常　勤:    2代表取締役　田中　紘 新規 現存
     (薬       2)一 平25. 1. 4
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25505,4116,8 桜木町薬局 〒025-0094 0198-24-6169ささ企画有限会社　取佐々木　浩太郎 平19. 8. 1調剤 薬局
     花薬116 花巻市桜木町一丁目２３番地 常　勤:    3締役　佐々木　浩太郎 新規 現存
     (薬       3) 平25. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25605,4117,6 銀河薬局太田店 〒025-0037 0198-39-1250株式会社銀河調剤　代弓削　伸一 平19. 8.17調剤 薬局
     花薬117 花巻市太田第５１地割２２０番１常　勤:    3表取締役　佐野　元彦 新規 現存
     (薬       3) 平25. 8.17
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25705,4119,2 エルム調剤薬局花巻店〒025-0077 0198-21-2022株式会社プリスクリプ高野　大輔 平19.10. 2調剤 薬局
     花薬119 花巻市仲町５番９号 常　勤:    2ション・エルムアンド 新規 現存
     (薬       2)パーム　代表取締役　 平25.10. 2
     非常勤:    1生駒　忠史
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25805,4120,0 のぞみ薬局 〒028-3101 0198-46-2070有限会社ウイング　代岩渕　剛行 平19.11. 1調剤 薬局
     花薬120 花巻市石鳥谷町好地第１６地割９常　勤:    1表取締役社長　岡村　 新規 現存
     番地５ (薬       1)博文 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25905,4121,8 有限会社あさひ薬局セ〒028-3163 0198-46-2220有限会社あさひ薬局セ川村　聖子 平20. 4. 1調剤 薬局
     花薬121 ンター店 花巻市石鳥谷町八幡第５地割４７常　勤:    3ンター店　代表取締役 新規 現存
     番地２ (薬       3)　櫻井　正彦 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26005,4123,4 株式会社広田薬品花巻〒025-0092 0198-41-1778株式会社広田薬品　代中村　尚子 平20.11. 1調剤 薬局
     花薬123 駅前薬局 花巻市大通り一丁目１０番２８号常　勤:    1表取締役社長　高見　 移動 現存
     (薬       1)幸江 平26.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  26105,4124,2 調剤薬局ツルハドラッ〒025-0082 0198-21-3110株式会社ツルハ　代表滝本　彩香 平21. 5. 1調剤 薬局
     花薬124 グ花巻御田屋町店 花巻市御田屋町４番３４号 常　勤:    1取締役　鶴羽　順 新規 現存
     (薬       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26205,4125,9 花調みどり薬局 〒025-0097 0198-22-3777有限会社桂薫会花巻調及川　秀司 平21.11. 1調剤 薬局
     花薬125 花巻市若葉町３丁目１番８号 常　勤:    1剤薬局　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)山田裕司 平27.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26305,4129,1 ほしがおか・花城薬局〒025-0065 0198-23-5388ラッキーバッグ株式会畠山　彩芳 平25. 5. 7調剤 薬局
     花薬129 花巻市星が丘１丁目８－２０ 常　勤:    3社　代表取締役　大橋 移動 現存
     (薬       3)　一夫 平25. 5. 7
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26405,4130,9 ワカバ薬局 〒025-0086 0198-23-7400株式会社　ウイングフ後藤　裕章 平27. 4. 1調剤 薬局
     花薬130 花巻市鍛治町１３－１ 非常勤:    3ァーマ　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       3)林　和美 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26505,4131,7 カワチ薬局　花巻店 〒025-0062 0198-22-3010株式会社カワチ薬品　佐藤　友哉 平28. 2. 1調剤 薬局
     花薬131 花巻市上小舟渡３４４－３ 常　勤:    1代表取締役　河内　伸 新規 現存
     (薬       1)二 平28. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26605,4132,5 えびす調剤薬局 〒028-3163 0198-46-1110有限会社　リリーフ・煙山　信夫 平28. 4. 1調剤 薬局
     花薬132 花巻市石鳥谷町八幡３－７６－１常　勤:    1ライト　代表取締役　 新規 現存
     ３ (薬       1)打越　光 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26705,4133,3 宮野目薬局 〒025-0002 0198-29-5830株式会社ライブリー　大森　祐樹 平29. 3. 1調剤 薬局
     花薬133 花巻市西宮野目第６地割１６５番常　勤:    1代表取締役　田中　紘 新規 現存
     ７ (薬       1)一 平29. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  26805,4134,1 あい薬局　花城店 〒025-0075 0198-21-5033株式会社Ｈａｎｄｓ‐高橋　信一 平29. 9. 1調剤 薬局
     花薬134 花巻市花城町１２番１４号 常　勤:    1Ｍ　代表取締役　南雲 交代 現存
     (薬       1)　雅弘 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26905,4135,8 有限会社　小田島薬局〒025-0087 0198-23-5161有限会社　小田島薬局小田島　郁子 平29.11. 1調剤 薬局
     花薬135 花巻市上町６番５号 常　勤:    2　代表取締役　小田島 移動 現存
     (薬       2)　欣一郎 平29.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27005,4136,6 有限会社ヤマネ薬局 〒025-0088 0198-24-8198有限会社ヤマネ薬局　鎌田　陽子 平30. 2. 5調剤 薬局
     花薬136 花巻市東町５番１号 常　勤:    1代表取締役　鎌田　陽 新規 現存
     (薬       1)子 平30. 2. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27106,4001,0 株式会社　佐藤薬局 〒024-0094 0197-63-3141株式会社佐藤薬局　代佐藤　耕一 昭32. 7. 1調剤 薬局
     北薬1 北上市本通り一丁目８番３３号 常　勤:    1表取締役　佐藤　耕一 新規 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27206,4014,3 高島薬局 〒024-0031 0197-63-2629高島　斗成 高島　斗成 昭59. 9. 1調剤 薬局
     北薬14 北上市青柳町二丁目５番４１号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27306,4030,9 さくら調剤薬局 〒024-0064 0197-63-8822有限会社ポス企画　代菊池　由紀子 平 5.11. 1調剤 薬局
     北薬30 北上市若宮町二丁目２番３９号 常　勤:    1表取締役　齊藤　りえ 新規 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27406,4031,7 菊屋薬局 〒024-0035 0197-63-3406菊池　浤 菊池　浤 平 7. 1. 1調剤 薬局
     北薬31 北上市花園町一丁目５番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27506,4032,5 ひまわり薬局 〒024-0095 0197-63-6877有限会社ひまわり企画佐々木　克人 平 7. 1. 1調剤 薬局
     北薬32 北上市芳町７番２０号 常　勤:    1　代表取締役　齊藤　 新規 現存
     (薬       1)りえ 平28. 1. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
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  27606,4037,4 おおぞら薬局 〒024-0083 0197-65-2202株式会社ライブリー　松本　智典 平 8. 8. 1調剤 薬局
     北薬37 北上市柳原町四丁目１５番２９号常　勤:    5代表取締役　田中　紘 新規 現存
     (薬       5)一 平29. 9. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27706,4038,2 いずみ薬局 〒024-0031 0197-63-7353有限会社オオツカ薬局柴田　泉 平 8.10. 1調剤 薬局
     北薬38 北上市青柳町一丁目５番１０号 常　勤:    1　代表取締役　柴田　 新規 現存
     (薬       1)泉 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27806,4042,4 つくし薬局大堤店 〒024-0052 0197-67-0211株式会社ワークイン　渡邊　典子 平11. 5. 1調剤 薬局
     北薬42 北上市大堤北一丁目６番３０号 常　勤:    1代表取締役　西舘　孝 新規 現存
     (薬       1)雄 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27906,4044,0 すずらん薬局 〒024-0072 0197-61-2277有限会社ポス企画　代星　ルミ子 平11.12. 1調剤 薬局
     北薬44 北上市北鬼柳２２地割３６番地１常　勤:    3表取締役　齊藤　りえ 新規 現存
     １ (薬       3) 平29.12. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28006,4045,7 さわやか薬局 〒024-0043 0197-65-5000株式会社ライブリー　澤部　明子 平12. 2. 1調剤 薬局
     北薬45 北上市立花１０地割４８番地７ 常　勤:    3代表取締役　田中　紘 新規 現存
     (薬       3)一 平30. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28106,4051,5 ウイル調剤薬局 〒024-0071 0197-71-5533有限会社メディケアハ吉田　博之 平13. 4. 1調剤 薬局
     北薬51 北上市上江釣子７地割９７番地１常　勤:    2ウス　代表取締役　横 新規 現存
     (薬       2)山　雅年 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28206,4053,1 テルス調剤薬局 〒024-0035 0197-61-3757株式会社アグリシティ本内　孝典 平13. 5. 1調剤 薬局
     北薬53 北上市花園町一丁目６番１１号 常　勤:    3　代表取締役　武長　 新規 現存
     (薬       3)進一 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［岩手県］

［平成30年 6月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    38 頁

  28306,4054,9 すくらむ薬局北上店 〒024-0084 0197-61-3388有限会社ケーシー　代千葉　圭華 平13. 5. 1調剤 薬局
     北薬54 北上市さくら通り一丁目５番７号常　勤:    2表取締役　千葉　圭華 新規 現存
     (薬       2) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28406,4069,7 きたかみ中央薬局 〒024-0084 0197-65-7550株式会社ライフファー渋谷　臣穂子 平15. 1. 1調剤 薬局
     北薬69 北上市さくら通り二丁目２番２８常　勤:    1マ　代表取締役　山口 新規 現存
     号 (薬       1)　文夫 平27. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28506,4071,3 まちぶん調剤薬局 〒024-0083 0197-65-7810株式会社ライフファー渡邉　牧 平15. 3. 1調剤 薬局
     北薬71 北上市柳原町四丁目１５番８号 常　勤:    1マ　代表取締役　山口 新規 現存
     (薬       1)　文夫 平27. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28606,4073,9 コノハ薬局 〒024-0061 0197-61-0575亀井　梨香 亀井　梨香 平15. 6. 1調剤 薬局
     北薬73 北上市大通り二丁目３９６番 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28706,4074,7 調剤薬局ツルハドラッ〒024-0055 0197-67-6324株式会社ツルハ　代表泉川　雅江 平15. 6. 1調剤 薬局
     北薬74 グ大堤店 北上市大堤南一丁目１番２４号 常　勤:    1取締役社長　鶴羽　順 新規 現存
     (薬       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28806,4076,2 まごころ薬局 〒024-0021 0197-61-6600株式会社ライブリー　森内　新 平16.11. 1調剤 薬局
     北薬76 北上市上野町四丁目３番２２号 常　勤:    3代表取締役　田中　紘 新規 現存
     (薬       3)一 平28.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28906,4077,0 ファースト調剤薬局 〒024-0034 0197-61-3023有限会社ファースト調伊藤　洋子 平17. 1. 4調剤 薬局
     北薬77 北上市諏訪町二丁目５番４２号 常　勤:    4剤　代表取締役　伊藤 移動 現存
     (薬       4)　洋子 平29. 1. 4
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  29006,4080,4 常盤台薬局 〒024-0012 0197-61-2121株式会社ライブリー　大松　宏貴 平17. 7. 1調剤 薬局
     北薬80 北上市常盤台一丁目２２番２１号常　勤:    2代表取締役　田中紘一 新規 現存
     (薬       2) 平29. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29106,4083,8 ほのぼの薬局 〒024-0051 0197-71-2727株式会社ライブリー　小田島　章 平18. 9. 1調剤 薬局
     北薬83 北上市相去町相去５１番地 常　勤:    4代表取締役　田中　紘 新規 現存
     (薬       4)一 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29206,4089,5 サンケア薬局　県立中〒024-0004 0197-62-3331有限会社サン・ケア　工藤　紀久雄 平21. 2.23調剤 薬局
     北薬89 部病院前店 北上市村崎野１７地割１６７番地常　勤:    4代表取締役　三上章 新規 現存
     １ (薬       4) 平27. 2.23
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29306,4094,5 くるみ薬局 〒024-0071 0197-72-5017株式会社アークファク大向　明子 平21. 7. 1調剤 薬局
     北薬94 北上市上江釣子１６地割１５１番常　勤:    2トリー　代表取締役　 新規 現存
     地１ (薬       2)大向逸渡 平27. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29406,4100,0 さくら薬局　北上村崎〒024-0004 0197-81-4545クラフト株式会社　代岩片　知広 平22. 4. 1調剤 薬局
     北薬100 野店 北上市村崎野１７地割１７０－２常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 新規 現存
     (薬       2) 平28. 4. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29506,4101,8 クラフト薬局　北上花〒024-0035 0197-64-0918クラフト株式会社　代遠藤　恵 平22. 4. 1調剤 薬局
     北薬101 園店 北上市花園町三丁目１番６号 常　勤:    3表取締役　大塚　吉史 新規 現存
     (薬       3) 平28. 4. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29606,4102,6 有限会社かたくり薬局〒024-0061 0197-61-3351有限会社かたくり薬局内舘　伸也 平22. 5. 5調剤 薬局
     北薬102 北上市大通り四丁目３番１号 常　勤:    1　代表取締役　内舘伸 移動 現存
     (薬       1)也 平28. 5. 5
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  29706,4103,4 中央薬品（株）中央調〒024-0004 0197-68-4976中央薬品株式会社　代川守田　直哉 平22. 9. 1調剤 薬局
     北薬103 剤薬局岩手県立中部病北上市村崎野１７地割２２番１ 常　勤:    1表取締役社長　三上　 新規 現存
     院前支店 (薬       1)智治 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29806,4104,2 つくし薬局江釣子店 〒024-0071 0197-72-6646株式会社ワークイン　髙橋　千恵 平24. 9. 1調剤 薬局
     北薬104 北上市上江釣子１５地割１３５番常　勤:    2代表取締役　西舘　孝 新規 現存
     ３ (薬       2)雄 平24. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29906,4105,9 かえで薬局 〒024-0094 0197-65-3361有限会社クラス　代表小原　隆子 平24.10. 1調剤 薬局
     北薬105 北上市本通り一丁目５番４号 常　勤:    1取締役　髙橋　稔 新規 現存
     (薬       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30006,4106,7 銀河薬局北上店 〒024-0082 0197-72-6388株式会社銀河調剤　代押切　勇樹 平24.12.19調剤 薬局
     北薬106 北上市町分１８地割８８番地１ 常　勤:    3表取締役　佐野　元彦 新規 現存
     (薬       3) 平24.12.19
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30106,4107,5 リリィ薬局　北上店 〒024-0001 0197-72-6691シップヘルスケアファ腰山　裕美 平25. 5. 7調剤 薬局
     北薬107 北上市飯豊２０地割１２３番地１常　勤:    1ーマシー東日本株式会 新規 現存
     (薬       1)社　代表取締役　沖本 平25. 5. 7
     　浩一
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30206,4108,3 キセキレイ薬局 〒024-0071 0197-72-7735株式会社　キセキレイ三浦　正樹 平25. 6. 1調剤 薬局
     北薬108 北上市上江釣子１５地割５７－２常　勤:    2薬局　代表取締役　阿 新規 現存
     (薬       2)部　美貴子 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30306,4109,1 あさひ薬局北上店 〒024-0035 0197-61-2838株式会社ファーマみら大塚　俊樹 平25.11. 1調剤 薬局
     北薬109 北上市花園町一丁目７番８号 常　勤:    1い　代表取締役　清原 組織変更 現存
     (薬       1)　陽子 平25.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30406,4110,9 ニコニコ薬局 〒024-0024 0197-65-5551株式会社ＡＣＴＲＡＩ高津　光輝 平26. 1. 9調剤 薬局
     北薬110 北上市中野町一丁目１０番２９号常　勤:    1Ｚ　代表取締役　高津 組織変更 現存
     (薬       1)　光輝 平26. 1. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  30506,4111,7 有限会社オレンジ薬局〒024-0004 0197-66-3369有限会社オレンジ薬局大平　文枝 平26. 4. 1調剤 薬局
     北薬111 北上市村崎野１６地割９０番地１常　勤:    2　取締役社長　大平　 移動 現存
     (薬       2)文枝 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30606,4113,3 とんぼ薬局 〒024-0021 0197-61-0101株式会社ライブリー　菊池　多恵子 平26.11. 1調剤 薬局
     北薬113 北上市上野町５－１－１４ 常　勤:    2代表取締役　田中　紘 新規 現存
     (薬       2)一 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30706,4114,1 みつばち薬局 〒024-0004 0197-62-5900株式会社ネクストイノ佐藤　友成 平27.10. 1調剤 薬局
     北薬114 北上市村崎野１５地割１４９番１常　勤:    1ベーション　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　石澤　洋子 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30806,4115,8 さくら通り薬局 〒024-0084 0197-72-5155ラッキーバッグ株式会髙橋　昌仁 平28. 5. 1調剤 薬局
     北薬115 北上市さくら通り３丁目３番１０常　勤:    2社　代表取締役　大橋 新規 現存
     号 (薬       2)　一夫 平28. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30906,4116,6 カワチ薬局　北上店 〒024-0072 0197-64-1560株式会社カワチ薬品　松本　成華 平28. 7. 1調剤 薬局
     北薬116 北上市北鬼柳３２地割１５ 常　勤:    1代表取締役　河内　伸 新規 現存
     (薬       1)二 平28. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31006,4117,4 とちのき薬局 〒024-0061 0197-61-3886株式会社Ｐｈａｒｍａ蓬田　睦史 平28. 7. 1調剤 薬局
     北薬117 北上市大通り３丁目８番１２号 常　勤:    3ｃａｒｅ　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       3)　蓬田　睦史 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31106,4118,2 あかり薬局　新穀町店〒024-0092 0197-72-8806株式会社あかり薬局　中川　篤徳 平29. 1. 1調剤 薬局
     北薬118 北上市新穀町２丁目３番２６号 常　勤:    2代表取締役　千葉　純 新規 現存
     (薬       2)子 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31206,4119,0 銀河薬局　村崎野店 〒024-0004 0197-66-7121株式会社　銀河調剤　佐藤　祐貴 平29. 4. 1調剤 薬局
     北薬119 北上市村崎野１７－１７１ 常　勤:    2代表取締役　佐野　元 新規 現存
     (薬       2)彦 平29. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  31306,4120,8 あんず薬局 〒024-0071 0197-71-5665株式会社ネクストイノ石澤　勇人 平29. 5. 1調剤 薬局
     北薬120 北上市上江釣子１７地割２１８番常　勤:    2ベーション　代表取締 新規 現存
     ２ (薬       2)役　石澤　洋子 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31406,4121,6 ひかり調剤薬局 〒024-0022 0197-63-6041有限会社ひかり調剤　佐藤　光芳 平29. 8. 1調剤 薬局
     北薬121 北上市黒沢尻２丁目２－２５ 常　勤:    1代表取締役　佐藤　光 新規 現存
     (薬       1)芳 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31506,4122,4 あい薬局　村崎野店 〒024-0004 0197-71-1101株式会社Ｈａｎｄｓ‐渡辺　剛 平29. 9. 1調剤 薬局
     北薬122 北上市村崎野１５地割３５４番３常　勤:    2Ｍ　代表取締役　南雲 交代 現存
     号 (薬       2)　雅弘 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31606,4123,2 かすみそう薬局 〒024-0011 0197-62-3801有限会社　かたくり薬福盛田　新 平30. 3.21調剤 薬局
     北薬123 北上市堤ケ丘１丁目９－８ 常　勤:    1局　代表取締役　内舘 新規 現存
     (薬       1)　伸也 平30. 3.21
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31706,4124,0 イオン薬局江釣子店 〒024-0072 0197-62-7001イオンリテール株式会松原　幸太朗 平30. 4. 1調剤 薬局
     北薬124 北上市北鬼柳１９番６８号 常　勤:    3社　代表取締役　岡崎 新規 現存
     (薬       3)　双一 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31807,4011,7 中央薬局 〒028-0061 0194-52-0231岩本　一廣 岩本　一廣 平 4. 1. 1調剤 薬局
     久薬11 久慈市中央四丁目８番地 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31907,4013,3 キング薬局 〒028-0014 0194-61-1360株式会社　ファーマ・久世　康文 平10. 3. 1調剤 薬局
     久薬13 久慈市旭町第１０地割６１番地１常　勤:    4ラボ　代表取締役　細 新規 現存
     (薬       4)田　稔男 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32007,4014,1 クイーン薬局 〒028-0051 0194-53-5505株式会社　ファーマ・晴山　慶子 平10.10. 1調剤 薬局
     久薬14 久慈市川崎町１２番１７号 常　勤:    1ラボ　代表取締役　細 新規 現存
     (薬       1)田　稔男 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32107,4015,8 菊屋薬局荒町店 〒028-0063 0194-61-1233新渕　純司 新渕　純司 平11. 4. 1調剤 薬局
     久薬15 久慈市荒町二丁目１０番地 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  32207,4016,6 サンケア薬局長内店 〒028-0041 0194-61-3300有限会社サン・ケア　小向　毅 平12.10. 1調剤 薬局
     久薬16 久慈市長内町第２４地割１４７番常　勤:    1代表取締役　三上　章 新規 現存
     地２ (薬       1) 平24.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32307,4017,4 サンケア薬局県立久慈〒028-0014 0194-61-1888有限会社サン・ケア　福本　優悟 平13. 5. 1調剤 薬局
     久薬17 病院前店 久慈市旭町第９地割１２７番地 常　勤:    1代表取締役　三上　章 新規 現存
     (薬       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32407,4019,0 菊屋薬局 〒028-0052 0194-53-3022有限会社　菊屋薬局　新淵　光子 平14. 9. 1調剤 薬局
     久薬19 久慈市本町二丁目３８番地 常　勤:    2代表取締役　新淵　宏 組織変更 現存
     (薬       2) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32507,4020,8 ハーモニー薬局 〒028-0021 0194-61-3305有限会社あいのの薬局佐々木　美代 平14.11. 1調剤 薬局
     久薬20 久慈市門前第３７地割５６番地１常　勤:    1　代表取締役　佐々木 新規 現存
     (薬       1)　重則 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32607,4021,6 みどり薬局 〒028-0014 0194-61-3911有限会社コミュニティ藤崎　可奈子 平16. 5. 1調剤 薬局
     久薬21 久慈市旭町第１０地割３２番地７常　勤:    2ーファーマシー　代表 移動 現存
     (薬       2)取締役　藤崎秀紀 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32707,4022,4 及川薬局田屋町店 〒028-0022 0194-61-3010及川　圭士 及川　圭士 平18. 9.15調剤 薬局
     久薬22 久慈市田屋町第１地割３８番１０常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32807,4023,2 ホソタ薬局 〒028-0065 0194-53-1193株式会社ファーマ・ラ下畑　直美 平19. 4.15調剤 薬局
     久薬23 久慈市十八日町一丁目２１番地 常　勤:    3ボ　代表取締役　細田 移動 現存
     (薬       3)　稔男 平25. 4.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32907,4024,0 アサヒ薬局　久慈店 〒028-0021 0194-75-3322株式会社空我　代表取古橋　崇 平22. 4. 1調剤 薬局
     久薬24 久慈市門前第２地割７番地１ 非常勤:    1締役　古橋　崇 新規 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  33007,4026,5 ホソタにこにこ薬局 〒028-0065 0194-75-4587株式会社ファーマ・ラ細田　稔男 平29. 8. 1調剤 薬局
     久薬26 久慈市十八日町１丁目１５番 常　勤:    1ボ　代表取締役　細田 新規 現存
     (薬       1)　稔男 平29. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33108,4006,5 有限会社川口屋薬局 〒028-0523 0198-62-3028有限会社川口屋薬局　八木　友治 昭57. 3. 1調剤 薬局
     遠薬6 遠野市中央通り１番７号 常　勤:    1代表取締役　八木　友 新規 現存
     (薬       1)治 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33208,4015,6 遠野駅前薬局 〒028-0522 0198-63-3300株式会社　ライブリー菊池　敦子 平15. 8. 1調剤 薬局
     遠薬15 遠野市新穀町３番１号 常　勤:    2　代表取締役　田中紘 新規 現存
     (薬       2)一 平27. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33308,4016,4 つくし薬局遠野店 〒028-0523 0198-63-1717株式会社メディモール松本　さとみ 平15. 9. 1調剤 薬局
     遠薬16 遠野市中央通り６番１５号 常　勤:    2　代表取締役　西舘孝 新規 現存
     (薬       2)雄 平27. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33408,4017,2 はやちね薬局 〒028-0523 0198-63-3050有限会社　小田島薬局阿部　智昭 平19. 6. 1調剤 薬局
     遠薬17 遠野市中央通り６番１１号 常　勤:    4　代表取締役　小田島 新規 現存
     (薬       4)　欣一郎 平25. 6. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33508,4018,0 はやせ薬局 〒028-0521 0198-63-2155ラッキーバック株式会谷地　千明 平19. 7. 3調剤 薬局
     遠薬18 遠野市材木町２番２８号 常　勤:    2社　代表取締役　大橋 新規 現存
     (薬       2)　一夫 平25. 7. 3
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33608,4019,8 つくし薬局新穀店 〒028-0522 0198-63-1300株式会社メディモール菊池　優子 平22. 9. 1調剤 薬局
     遠薬19 遠野市新穀町５番１８号 常　勤:    1　代表取締役　西舘　 新規 現存
     (薬       1)孝雄 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  33708,4020,6 つくし薬局東舘店 〒028-0515 0198-68-3015株式会社メディモール松田　利子 平23.11. 1調剤 薬局
     遠薬20 遠野市東舘町８番６号 常　勤:    1　代表取締役　西舘　 新規 現存
     (薬       1)孝雄 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33808,4021,4 わお調剤薬局 〒028-0517 0198-68-3737アスリーエル合同会社舘野　浩章 平25.11. 1調剤 薬局
     遠薬21 遠野市上組町３－４ 常　勤:    1　代表社員　小笠原　 新規 現存
     (薬       1)学 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33908,4022,2 つくし薬局　遠野病院〒028-0541 0198-66-3300株式会社ワークイン　佐々木　保之 平29.12. 1調剤 薬局
     遠薬22 前店 遠野市松崎町白岩１５地割１３番常　勤:    2代表取締役　西舘　孝 新規 現存
     地１１ (薬       2)雄 平29.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34008,4023,0 アイン薬局　遠野店 〒028-0541 0198-66-3100株式会社アインファー水谷　昌博 平29.12. 1調剤 薬局
     遠薬23 遠野市松崎町白岩１４地割４１番常　勤:    5マシーズ　代表取締役 新規 現存
     地１ (薬       5)　大石　美也 平29.12. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34109,4003,0 株式会社　大正堂薬局〒021-0881 0191-23-4428株式会社大正堂薬局　佐藤　晶子 昭32. 8. 1調剤 薬局
     関薬3 一関市大町１番２６号 常　勤:    1取締役社長　佐藤　睦 新規 現存
     (薬       1)衛 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34209,4015,4 サン調剤薬局 〒021-0885 0191-21-1890有限会社じけいどう佐伊藤　和恵 昭59.12. 1調剤 薬局
     関薬15 一関市田村町２９番地 常　勤:    3久薬局　代表取締役　 新規 現存
     (薬       3)佐藤　昌昭 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34309,4038,6 銅谷調剤薬局 〒021-0023 0191-26-0725有限会社一関保険薬局関　俊昭 平11. 7. 1調剤 薬局
     関薬38 一関市銅谷町９番２４号 常　勤:    3　代表取締役　関　俊 その他 現存
     (薬       3)昭 平29. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  34409,4039,4 大手町薬局 〒021-0884 0191-21-3282有限会社一関保険薬局下田　はる美 平11.11. 1調剤 薬局
     関薬39 一関市大手町７番２号 常　勤:    2　代表取締役　関　俊 移動 現存
     (薬       2)昭 平29.11. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34509,4041,0 こぶし薬局 〒021-0055 0191-33-1233有限会社　創志白澤会小野寺　佳美 平12. 2. 1調剤 薬局
     関薬41 一関市山目字泥田１９番地４ 常　勤:    1　代表取締役　小笠原 新規 現存
     (薬       1)　慈夫 平30. 2. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34609,4044,4 かたくり薬局 〒021-0006 0191-31-1771有限会社創志白澤会　小笠原　慈夫 平12. 4. 1調剤 薬局
     関薬44 一関市上坊６番３６号 常　勤:    2代表取締役　小笠原　 新規 現存
     (薬       2)慈夫 平30. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34709,4047,7 菅原薬局 〒021-0851 0191-26-2838菅原　敦子 髙橋　諭 平12.12. 1調剤 薬局
     関薬47 一関市関が丘９４番地２ 常　勤:    3 移動 現存
     (薬       3) 平24.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34809,4048,5 アロエ薬局 〒021-0883 0191-32-5558有限会社　創志白澤会千田　玉枝 平13. 9. 1 薬局
     関薬48 一関市新大町４４番地 常　勤:    2　代表取締役　小笠原 新規 現存
     (薬       2)　慈夫 平25. 9. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34909,4053,5 みちのく調剤薬局 〒021-0884 0191-26-1611株式会社　アグリシテ武長　進一 平14. 3. 1調剤 薬局
     関薬53 一関市大手町３番２６号 常　勤:    2ィ　代表取締役　武長 新規 現存
     (薬       2)　進一 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35009,4054,3 小野調剤薬局　中野店〒021-0053 0191-33-1553有限会社　小野調剤薬小野　泰孝 平14. 7. 1調剤 薬局
     関薬54 一関市山目中野２４－１－１０１常　勤:    2局　代表取締役　小野 移動 現存
     (薬       2)　泰孝 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35109,4056,8 有限会社昆野調剤薬局〒021-0035 0191-33-1189有限会社昆野調剤薬局昆野　順一 平15. 1. 1調剤 薬局
     関薬56 一関市山目字才天２２２番地４ 常　勤:    3　代表取締役　昆野　 組織変更 現存
     (薬       3)節子 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  35209,4058,4 いちご薬局 〒021-0031 0191-21-1539有限会社　トータルデ金野　一真 平16. 6. 1調剤 薬局
     関薬58 一関市青葉一丁目６番４－１０１常　勤:    1ィバイズ　取締役　藤 移動 現存
     号 (薬       1)澤　明弘 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35309,4061,8 薬王堂山目店 〒021-0053 0191-33-1185株式会社薬王堂　代表菊地　恵梨子 平17. 7. 1調剤 薬局
     関薬61 一関市山目字中野５３番１号 常　勤:    2取締役　西郷辰弘 移動 現存
     (薬       2) 平29. 9. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35409,4065,9 錦袋堂一の町薬局 〒029-3105 0191-36-1771有限会社錦袋堂薬局　黒沼　圭 平15. 7. 1調剤 薬局
     関薬65 一関市花泉町涌津字一の町２３番常　勤:    3代表取締役　黒沼圭 新規 現存
     地１ (薬       3) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35509,4067,5 そうごう薬局大原店 〒029-0711 0191-71-2511総合メディカル　株式今野　拓哉 平13. 9. 1 薬局
     関薬67 一関市大東町大原字立町１１３番常　勤:    2会社　代表取締役　坂 新規 現存
     地 (薬       2)本　賢治 平25. 9. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35609,4068,3 株式会社　白石薬店 〒029-0803 0191-52-3138株式会社白石薬店　代白石　はつね 昭32. 8.27調剤 薬局
     関薬68 一関市千厩町千厩字町３７番地 常　勤:    2表取締役　白石　恵一 新規 現存
     (薬       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35709,4069,1 ちば薬局 〒029-0803 0191-53-2498有限会社ちば薬店　代千葉　直子 平 8. 4. 1調剤 薬局
     関薬69 一関市千厩町千厩字摩王１１番地常　勤:    1表取締役　千葉　直子 新規 現存
     ７ (薬       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35809,4071,7 萩の森調剤薬局 〒029-0803 0191-51-3060株式会社メディラック家本　浩一 平13. 3. 1調剤 薬局
     関薬71 一関市千厩町千厩字上駒場１番地常　勤:    1　代表取締役　吉田　 新規 現存
     １０ (薬       1)弘 平25. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35909,4072,5 千厩調剤薬局 〒029-0803 0191-51-1666シップヘルスケアファ梅森　康裕 平13. 3. 1調剤 薬局
     関薬72 一関市千厩町千厩字草井沢４３番常　勤:    5ーマシー東日本株式会 新規 現存
     地１ (薬       5)社　代表取締役　沖本 平25. 3. 1
     非常勤:    7　浩一
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  36009,4073,3 くるみ薬局 〒029-0803 0191-52-2111有限会社　トータルデ野口　春幸 平13. 8. 1 薬局
     関薬73 一関市千厩町千厩字前田９９番地常　勤:    1ィバイズ　代表取締役 新規 現存
     ４ (薬       1)　藤澤　明弘 平25. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36109,4074,1 伊藤薬局 〒029-0302 0191-47-2252伊藤　文子 伊藤　文子 昭52.12. 1調剤 薬局
     関薬74 一関市東山町長坂字町９８番地 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36209,4076,6 一関駅前薬局 〒021-0867 0191-31-2220株式会社メディラック松井　康範 平17.10.17調剤 薬局
     関薬76 一関市駅前１４番地２ 常　勤:    1　代表取締役　吉田　 新規 現存
     (薬       1)弘 平29.10.17
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36309,4078,2 とまと薬局 〒029-0803 0191-53-3522有限会社トータルディ矢野　弘 平18. 1. 4調剤 薬局
     関薬78 一関市千厩町千厩字構井田４８番常　勤:    1バイズ　代表取締役　 新規 現存
     地１ (薬       1)藤澤　明弘 平30. 1. 4
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36409,4079,0 ヒカリ調剤薬局大平 〒029-0132 0191-31-1315有限会社やえがし調剤八重樫　敬一 平18. 3. 1調剤 薬局
     関薬79 一関市滝沢字宮田１２４番１ 常　勤:    2薬局　代表取締役　八 新規 現存
     (薬       2)重樫　栄子、八重樫　 平30. 3. 1
     敬一
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36509,4080,8 一関ドライブスルー薬〒029-0131 0191-31-8805シップヘルスケアファ髙橋　功 平18. 4. 1調剤 薬局
     関薬80 局 一関市狐禅寺字大平１２３番地２常　勤:    2ーマシー東日本株式会 新規 現存
     (薬       2)社　代表取締役　沖本 平30. 4. 1
     非常勤:    7　浩一
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36609,4081,6 日本調剤一関薬局 〒029-0131 0191-31-8750日本調剤株式会社　代阿部　修 平18. 4. 1調剤 薬局
     関薬81 一関市狐禅寺字大平３３番地１ 常　勤:    4表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       4) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36709,4083,2 やまぶき薬局 〒029-0131 0191-31-1772有限会社創志白澤会　鎌田　裕 平18. 4. 1調剤 薬局
     関薬83 一関市狐禅寺字大平１２５番地１常　勤:    4代表取締役　小笠原　 移動 現存
     ３ (薬       4)慈夫 平30. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
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  36809,4084,0 かりん薬局 〒021-0854 0191-31-1331有限会社創志白澤会　田村　満博 平18. 9. 1調剤 薬局
     関薬84 一関市字西沢３７番３ 常　勤:    2代表取締役　小笠原　 新規 現存
     (薬       2)慈夫 平24. 9. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36909,4085,7 はないずみ調剤薬局 〒029-3105 0191-36-3320有限会社ヒロメディカ杉森　昭宏 平18.11. 1調剤 薬局
     関薬85 一関市花泉町涌津字二ノ町１０－常　勤:    2ル　代表取締役　菅原 新規 現存
     １番地 (薬       2)　博敏 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37009,4086,5 イオンスーパーセンタ〒029-0131 0191-31-6111イオンスーパーセンタ小川　千春 平19. 2.21調剤 薬局
     関薬86 ー一関店薬局 一関市狐禅寺字石ノ瀬１１番１ 常　勤:    3ー株式会社　代表取締 新規 現存
     (薬       3)役社長　東尾　啓央 平25. 2.21
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37109,4087,3 つくし薬局川崎店 〒029-0202 0191-36-5002株式会社ワークイン　中野　輝美 平19. 4. 1調剤 薬局
     関薬87 一関市川崎町薄衣字久伝１７番地常　勤:    3代表取締役　西舘　孝 新規 現存
     １ (薬       3)雄 平25. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37209,4089,9 かめちゃん調剤薬局一〒021-0053 0191-33-2200有限会社　星久　取締三瓶　裕 平19. 6. 1調剤 薬局
     関薬89 関店 一関市山目字中野６３番地１ 常　勤:    4役　三瓶　裕 新規 現存
     (薬       4) 平25. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37309,4100,4 れもん薬局 〒021-0053 0191-33-1510有限会社　創志白澤会佐藤　健祐 平19. 7. 1調剤 薬局
     関薬100 一関市山目字中野５９番１ 常　勤:    3　代表取締役　小笠原 新規 現存
     (薬       3)　慈夫 平25. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37409,4102,0 加賀調剤薬局 〒021-0885 0191-21-3010有限会社加賀調剤薬局鈴木　正勝 平19.12. 1調剤 薬局
     関薬102 一関市田村町６番１０号 常　勤:    1　代表取締役　加賀　 移動 現存
     (薬       1)一雅 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  37509,4105,3 三関薬局 〒021-0821 0191-31-8822有限会社一関保険薬局佐藤　渉 平20. 3.24調剤 薬局
     関薬105 一関市三関字仲田２９番地３ 常　勤:    2　代表取締役　関　俊 新規 現存
     (薬       2)昭 平26. 3.24
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37609,4106,1 青葉の杜薬局　一関店〒021-0008 0191-31-4510株式会社ファーマケー高橋　和恵 平20. 4. 1調剤 薬局
     関薬106 一関市石畑６番３１号 常　勤:    3ション　代表取締役　 新規 現存
     (薬       3)菅原　和彦 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37709,4109,5 あさひ調剤薬局 〒029-3105 0191-82-2184南岩手管理サービス有阿部　義博 平22. 1. 1調剤 薬局
     関薬109 一関市花泉町涌津字上原２９番地常　勤:    2限会社　代表取締役　 組織変更 現存
     ２ (薬       2)阿部義博 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37809,4113,7 中央薬局 〒021-0021 0191-23-2456長尾　幸夫 長尾　美子 平22.11.10調剤 薬局
     関薬113 一関市中央町一丁目１０番２２号常　勤:    2 移動 現存
     (薬       2) 平28.11.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37909,4114,5 イオン薬局一関店 〒021-0055 0191-25-6000イオンリテール株式会吉田　智洋 平23. 3. 1調剤 薬局
     関薬114 一関市山目字泥田８９番地１ 常　勤:    5社　代表取締役　岡崎 新規 現存
     (薬       5)　双一 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38009,4115,2 有限会社佐庄薬局 〒029-3405 0191-63-2344有限会社　佐庄薬局　佐藤　一朗 昭55. 7. 1調剤 薬局
     関薬115 一関市藤沢町藤沢字町３３番地 常　勤:    2代表取締役　佐藤　一 新規 現存
     (薬       2)朗 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38109,4116,0 合資会社　丸久薬局 〒029-3405 0191-63-2241合資会社丸久　代表社皆川　登 平13. 3. 1調剤 薬局
     関薬116 一関市藤沢町藤沢字町１０８番地常　勤:    1員　皆川　登 新規 現存
     (薬       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38209,4117,8 リリィ薬局藤沢店 〒029-3405 0191-48-3428シップヘルスケアファ川村　修介 平23.10. 1調剤 薬局
     関薬117 一関市藤沢町藤沢字町裏１８０番常　勤:    4ーマシー東日本株式会 新規 現存
     地２ (薬       4)社　代表取締役　沖本 平29.10. 1
     非常勤:    4浩一
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38309,4119,4 スマイル薬局新町店 〒029-0803 0191-51-1050株式会社ファーマみら柴崎　優樹 平25.11. 1調剤 薬局
     関薬119 一関市千厩町千厩字町浦１９２番常　勤:    1い　代表取締役　清原 組織変更 現存
     地 (薬       1)　陽子 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  38409,4120,2 そよ風薬局一関店 〒021-0882 0191-31-8488株式会社ファーマみら本堂　春美 平25.11. 1調剤 薬局
     関薬120 一関市上大槻街４番４６号 常　勤:    2い　代表取締役　清原 組織変更 現存
     (薬       2)　陽子 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38509,4121,0 ファミリー薬局東山店〒029-0303 0191-35-2310株式会社ファーマみら笠井　雅博 平25.11. 1調剤 薬局
     関薬121 一関市東山町松川字卯入道１３８常　勤:    1い　代表取締役　清原 組織変更 現存
     番３ (薬       1)　陽子 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38609,4122,8 なでしこ薬局 〒021-0023 0191-48-3553有限会社創志白澤会　高橋　浩太朗 平26. 2. 1調剤 薬局
     関薬122 一関市銅谷町２番９ 常　勤:    1代表取締役　小笠原　 新規 現存
     (薬       1)慈夫 平26. 2. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38709,4123,6 あじさい薬局 〒021-0221 0191-48-5320有限会社創志白澤会　三神　祐一郎 平26. 4. 1調剤 薬局
     関薬123 一関市舞川字中里６６番１４ 常　勤:    2代表取締役　小笠原　 新規 現存
     (薬       2)慈夫 平26. 4. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38809,4124,4 つくし薬局　千厩店 〒029-0803 0191-48-4172株式会社ワークイン　飯塚　一平 平26. 4. 1調剤 薬局
     関薬124 一関市千厩町千厩字石堂１３－１常　勤:    2代表取締役　西舘　孝 新規 現存
     ３ (薬       2)雄 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38909,4126,9 中里薬局 〒021-0011 0191-31-1343株式会社ワークイン　小財　直子 平27. 7. 1調剤 薬局
     関薬126 一関市山目町１－６－２５ 常　勤:    3代表取締役　西舘　孝 新規 現存
     (薬       3)雄 平27. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39009,4127,7 アイン薬局　一関店 〒021-0877 0191-31-2070株式会社アインファー齋藤　翔太 平27.11. 1調剤 薬局
     関薬127 一関市城内１－４ 常　勤:    2マシーズ　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       2)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  39109,4128,5 アイン薬局　東山町店〒029-0302 0191-48-4630株式会社アインファー宇田川　康平 平27.11. 1調剤 薬局
     関薬128 一関市東山町長坂字町３８８ 常　勤:    2マシーズ　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       2)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39209,4129,3 ドレミ薬局 〒021-0021 0191-26-0028医研メディエンス株式石坂　和憲 平29. 6. 5調剤 薬局
     関薬129 一関市中央町２－５－１７ 常　勤:    2会社　代表取締役　千 移動 現存
     (薬       2)葉　一行 平29. 6. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39309,4130,1 みつばち薬局 〒029-0803 0191-34-4551合同会社ＭＢファーマ三瓶　麻里子 平29.12. 1調剤 薬局
     関薬130 一関市千厩町千厩字東小田９０ 常　勤:    2シー　代表社員　三瓶 新規 現存
     (薬       2)　聡子 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39409,4131,9 ひがし薬局 〒029-0302 0191-47-3873伊藤　美知則 伊藤　陽子 平29.10.27調剤 薬局
     関薬131 一関市東山町長坂字西本町１２０常　勤:    1 交代 現存
     番地１ (薬       1) 平29.10.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39509,4132,7 ドレミ薬局 〒021-0021 0191-26-0028株式会社ワークイン　石坂　和憲 平30. 5. 1調剤 薬局
     関薬132 一関市中央町２丁目５－１７ 常　勤:    1代表取締役　西舘　孝 交代 現存
     (薬       1)雄 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39610,4023,6 気仙中央薬局高田店 〒029-2206 0192-53-1250協同組合気仙ファーマ大坂　敏夫 平23. 7. 1調剤 薬局
     高薬23 陸前高田市米崎町字野沢１８－１常　勤:    2シー　理事長　横澤　 新規 現存
     (薬       2)康之 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39710,4025,1 コスモ薬局高田店 〒029-2206 0192-53-1018株式会社コスモ薬局　熊谷　幸枝 平23.11. 1調剤 薬局
     高薬25 陸前高田市米崎町字西の沢９３番常　勤:    1代表取締役　中野　雅 移動 現存
     １ (薬       1)弘 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39810,4027,7 小友調剤薬局 〒029-2207 0192-56-4433有限会社イグレック　村上　貴弘 平24. 1. 1調剤 薬局
     高薬27 陸前高田市小友町字西下５８番地常　勤:    2代表取締役　安川守 移動 現存
     ３ (薬       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  39910,4028,5 森の前薬局 〒029-2205 0192-55-6200有限会社森の前薬局　黄川田　尚子 平24. 3. 1調剤 薬局
     高薬28 陸前高田市高田町字鳴石８９番２常　勤:    3代表取締役　黄川田　 移動 現存
     ５号 (薬       3)信一 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40010,4029,3 調剤薬局ツルハドラッ〒029-2203 0192-54-4268株式会社ツルハ　代表熊谷　寛治 平27.10. 1調剤 薬局
     高薬29 グ高田北店 陸前高田市竹駒町字滝の里１５－常　勤:    2取締役社長　鶴羽　順 新規 現存
     １ (薬       2) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40110,4030,1 やはぎ薬局 〒029-2201 0192-47-5535屋城　昌弘 屋城　昌弘 平29. 2. 1調剤 薬局
     高薬30 陸前高田市矢作町二又２１の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40210,4031,9 黄川田薬局 〒029-2205 0192-22-8680株式会社黄川田薬局　黄川田　聡太 平30. 4. 1調剤 薬局
     高薬31 陸前高田市高田町字太田６５（Ｔ常　勤:    1代表取締役　黄川田　 新規 現存
     ５１２－４） (薬       1)聡太 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40310,4032,7 そうごう薬局　高田店〒029-2205 0192-53-2251総合メディカル株式会白井　秀徳 平30. 3. 1調剤 薬局
     高薬32 陸前高田市高田町字太田６３番地常　勤:    4社　代表取締役　坂本 移動 現存
     （Ｔ５１２－３） (薬       4)　賢治 平30. 3. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40411,4017,6 只越調剤薬局 〒026-0021 0193-22-3353株式会社只越調剤薬局山崎　真一郎 昭62. 9. 1調剤 薬局
     釜薬17 釜石市只越町二丁目５番５号 常　勤:    1　代表取締役　村井　 新規 現存
     (薬       1)将希 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40511,4021,8 有限会社ハート薬局 〒026-0034 0193-25-0711有限会社ハート薬局　森谷　尚光 平 8.10. 1調剤 薬局
     釜薬21 釜石市中妻町二丁目１０番２２号常　勤:    1代表取締役　森谷尚光 新規 現存
     (薬       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40611,4024,2 有限会社ハロー薬局 〒026-0034 0193-23-8455有限会社　ハロー薬局町田　和敏 平10. 3. 1調剤 薬局
     釜薬24 釜石市中妻町三丁目６番３号 常　勤:    3　代表取締役　中田　 新規 現存
     (薬       3)義仁 平28. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  40711,4026,7 有限会社中田薬局小佐〒026-0052 0193-21-3355有限会社中田薬局　代石田　昌玄 平12. 4. 1調剤 薬局
     釜薬26 野店 釜石市小佐野町四丁目２番４５号常　勤:    2表取締役　中田　義仁 新規 現存
     (薬       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40811,4029,1 有限会社中田薬局上中〒026-0041 0193-21-2050有限会社　中田薬局　八木　章雄 平13.10. 1 薬局
     釜薬29 島店 釜石市上中島町三丁目２番１５号常　勤:    2代表取締役　中田　義 新規 現存
     (薬       2)仁 平25.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40911,4030,9 中島薬局小川店 〒026-0045 0193-25-0383有限会社中島薬品　代野田　慈子 平14.10. 1調剤 薬局
     釜薬30 釜石市小川町一丁目２番３７９号常　勤:    2表取締役　中島　茂 組織変更 現存
     (薬       2) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41011,4031,7 きらら調剤薬局 〒026-0055 0193-25-2360株式会社きらら調剤薬小笠原　悦子 平14.11. 1調剤 薬局
     釜薬31 釜石市甲子町第１０地割１５９番常　勤:    2局　代表取締役　小笠 新規 現存
     地８４ (薬       2)原　悦子 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41111,4032,5 まつくら調剤薬局 〒026-0055 0193-25-2255株式会社まつくら調剤阪本　一能 平14.11. 1調剤 薬局
     釜薬32 釜石市甲子町第１０地割１５９番常　勤:    2薬局　代表取締役　森 新規 現存
     地８４ (薬       2)谷　尚光 平26.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41211,4033,3 有限会社中田薬局松倉〒026-0055 0193-23-1230有限会社　中田薬局　松田　智行 平15. 2. 1調剤 薬局
     釜薬33 店 釜石市甲子町第１０地割１５９番常　勤:    4代表取締役　中田　義 移動 現存
     地２ (薬       4)仁 平27. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41311,4035,8 おおぞら薬局 〒026-0025 0193-31-2030株式会社ポルト　代表金澤　英樹 平19. 4. 2調剤 薬局
     釜薬35 釜石市大渡町二丁目６番１２号 常　勤:    2取締役　金澤　英樹 移動 現存
     (薬       2) 平25. 4. 2
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41411,4036,6 しおかぜ調剤薬局 〒026-0023 0193-55-4343株式会社しおかぜ調剤佐々木　道典 平23. 4. 1調剤 薬局
     釜薬36 釜石市天神町１番６号 常　勤:    1薬局　代表取締役　佐 新規 現存
     (薬       1)々木　道典 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  41511,4039,0 はまゆり調剤薬局 〒026-0025 0193-24-3671有限会社ファーマシー三浦　一樹 平25. 1.15調剤 薬局
     釜薬39 釜石市大渡町二丁目６番１７号 常　勤:    3ウィズ　代表取締役　 移動 現存
     (薬       3)三浦　由美 平25. 1.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41611,4040,8 つくし薬局　釜石中妻〒026-0034 0193-55-5641株式会社ワークイン　沼里　貴昭 平25.11. 1調剤 薬局
     釜薬40 店 釜石市中妻町２丁目１５番５号 常　勤:    1代表取締役　西舘　孝 新規 現存
     (薬       1)雄 平25.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41711,4041,6 リリーフ薬局 〒026-0301 0193-29-1555株式会社ポルト　代表打越　賀代 平26. 9. 1調剤 薬局
     釜薬41 釜石市鵜住居町第５地割２９－４常　勤:    2取締役　金澤　英樹 新規 現存
     (薬       2) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41811,4042,4 調剤薬局ツルハドラッ〒026-0021 0193-31-2268株式会社ツルハ　代表澤井　辰彦 平28. 9. 1調剤 薬局
     釜薬42 グ釜石店 釜石市只越町二丁目４番１７号 常　勤:    1取締役社長　鶴羽　順 新規 現存
     (薬       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41911,4043,2 アクト調剤薬局　松倉〒026-0055 0193-27-7001アクトメディカル株式伊藤　洋樹 平29. 9. 1調剤 薬局
     釜薬43 店 釜石市甲子町１０－２６８－４ 常　勤:    1会社　代表取締役　工 新規 現存
     (薬       1)藤　大志 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42013,4002,4 きよかわ薬局 〒028-6101 0195-23-3402清川　悦子 清川　悦子 昭55. 5. 1調剤 薬局
     二薬2 二戸市福岡字八幡下５９番地４ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42113,4003,2 タムラ薬局 〒028-6101 0195-23-3069田村　宏司 田村　宏司 平 5. 6. 1調剤 薬局
     二薬3 二戸市福岡字田町５２番地 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42213,4004,0 有限会社　堀野調剤薬〒028-6105 0195-25-5016有限会社　堀野調剤薬金澤　貴子 平 6. 4. 1調剤 薬局
     二薬4 局 二戸市堀野字大川原毛８９番地１常　勤:    6局　代表取締役　金澤 新規 現存
     (薬       6)　貴子 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  42313,4005,7 ウメダドラッグストア〒028-6103 0195-23-3301梅田　恭子 梅田　恵子 平 8. 5. 1調剤 薬局
     二薬5 ー 二戸市石切所字枋ノ木４９番地４常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42413,4006,5 二戸薬局 〒028-6105 0195-23-0333有限会社　サン・ケア石川　真也 平14. 4. 1 薬局
     二薬6 二戸市堀野字大川原毛９３番地 常　勤:    2　代表取締役　三上　 新規 現存
     (薬       2)章 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42513,4007,3 有限会社　カシオペア〒028-6105 0195-22-1150有限会社　カシオペア佐々木　素子 平14. 7. 1調剤 薬局
     二薬7 調剤薬局 二戸市堀野大川原毛９５番地１ 常　勤:    2調剤薬局　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　金澤　貴子 平26. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42613,4012,3 日本調剤二戸薬局 〒028-6105 0195-22-3380日本調剤株式会社　代金谷　総一郎 平16. 5. 1調剤 薬局
     二薬12 二戸市堀野字大川原毛４０番７ 常　勤:    4表取締役　三津原博 新規 現存
     (薬       4) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42713,4014,9 天狗山薬局 〒028-6101 0195-22-2135株式会社　天狗山商店小坂　正章 平16. 6. 1調剤 薬局
     二薬14 二戸市福岡字落久保２２番地 常　勤:    1　代表取締役　小坂　 新規 現存
     (薬       1)正章 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42813,4016,4 つくし薬局二戸店 〒028-6103 0195-22-3311株式会社ワークイン　三上　沙織 平18. 4. 1調剤 薬局
     二薬16 二戸市石切所字川原２８番地１０常　勤:    3代表取締役　西舘　孝 新規 現存
     (薬       3)雄 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42913,4017,2 くるみ薬局 〒028-6101 0195-22-4033有限会社ウイング　代滝澤　光彦 平18. 5. 1調剤 薬局
     二薬17 二戸市福岡字長嶺４７番地５ 常　勤:    2表取締役社長　岡村　 新規 現存
     (薬       2)博文 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43013,4019,8 木いちご薬局 〒028-6103 0195-23-1539株式会社ＧＧファーマ渡邊　幸弘 平22. 1. 4調剤 薬局
     二薬19 二戸市石切所字森合３１番地 常　勤:    2シー　代表取締役　佐 新規 現存
     (薬       2)々木　俊 平28. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  43113,4021,4 川又薬局 〒028-6101 0195-22-3006ラッキーバッグ株式会村木　一隆 平25. 1. 1調剤 薬局
     二薬21 二戸市福岡字川又６番１号 常　勤:    2社　代表取締役　大橋 新規 現存
     (薬       2)　一夫 平25. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43213,4022,2 中央調剤薬局 〒028-6105 0195-22-2505株式会社あけぼの東北木村　隣雄 平25. 2. 1調剤 薬局
     二薬22 二戸市堀野字馬場７番地６ 常　勤:    2　代表取締役　鈴木　 新規 現存
     (薬       2)孝雄 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43313,4023,0 アイン薬局　浄法寺店〒028-6852 0195-39-1221株式会社アインファー吉村　和真 平27.11. 1調剤 薬局
     二薬23 二戸市浄法寺町樋田１６２－１ 常　勤:    2マシーズ　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       2)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43413,4024,8 つくし薬局堀野店 〒028-6105 0195-43-3145株式会社ワークイン　木村　琢也 平28. 2. 1調剤 薬局
     二薬24 二戸市堀野字大川原毛５１番４ 常　勤:    1代表取締役　西舘　孝 新規 現存
     (薬       1)雄 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43513,4025,5 あかまつ薬局 〒028-6103 0195-22-5557株式会社広田薬品　代安部　聡 平29. 8. 1調剤 薬局
     二薬25 二戸市石切所字森合７９－１ 常　勤:    1表取締役社長　髙見　 移動 現存
     (薬       1)幸江 平29. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43613,4026,3 すがわら薬局 〒028-6101 0195-26-8454株式会社ファーマシー菅原　克朗 平30. 6. 1調剤 薬局
     二薬26 二戸市福岡字長嶺２４－２０ 常　勤:    1・エス　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)菅原　克朗 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43714,4003,0 有限会社　白樺薬局 〒028-7405 0195-74-3363有限会社　白樺薬局　田川　恵 平 7. 1. 1調剤 薬局
     八薬3 八幡平市平舘第１１地割１１番地常　勤:    1代表取締役　田川　信 移動 現存
     ２１ (薬       1)雄 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43814,4004,8 有限会社　つぐみ薬局〒028-7111 0195-76-2900有限会社つぐみ薬局　岩元　喜美子 平 7. 9. 1調剤 薬局
     八薬4 八幡平市大更第２４地割６５番地常　勤:    1代表取締役　工藤　民 新規 現存
     １３ (薬       1)義 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  43914,4005,5 有限会社　あさひ薬局〒028-7111 0195-75-2227有限会社あさひ薬局　小野寺　利恵子 平 7.10. 2調剤 薬局
     八薬5 八幡平市大更２５地割１１８番１常　勤:    3代表取締役　小野寺　 移動 現存
     (薬       3)聡 平28.10. 2
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44014,4009,7 大更調剤薬局 〒028-7111 0195-70-1320有限会社　オリーブ薬堀川　庸介 平17. 3. 1調剤 薬局
     八薬9 八幡平市大更２４地割１番地１３常　勤:    2局　代表取締役　堀川 新規 現存
     ５ (薬       2)　庸介 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44114,4010,5 柏台薬局 〒028-7303 0195-71-1001株式会社マル・コーポ福山　昭彦 平10.12. 1調剤 薬局
     八薬10 八幡平市柏台二丁目４２番地２ 常　勤:    2レーシヨン柏台　代表 新規 現存
     (薬       2)取締役　丸　孝弘 平28.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44214,4013,9 さいとう薬局 〒028-7535 0195-72-2130斎藤　仁 斎藤　麗 平20. 7. 1調剤 薬局
     八薬13 八幡平市清水１５１番地２ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44314,4015,4 スマイル薬局 〒028-7111 0195-75-2871ラッキーバッグ株式会宮守　功知 平24. 7. 1調剤 薬局
     八薬15 八幡平市大更第２１地割７９番地常　勤:    3社　代表取締役　大橋 新規 現存
     １ (薬       3)　一夫 平24. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44414,4016,2 みのり薬局 〒028-7111 0195-75-2333株式会社ライブリー　工藤　愛 平24.11. 1調剤 薬局
     八薬16 八幡平市大更第２４地割２９番地常　勤:    1代表取締役　田中　紘 新規 現存
     １０ (薬       1)一 平24.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44514,4017,0 あさひ薬局　西根中学〒028-7111 0195-70-2311有限会社あさひ薬局　齋藤　貴将 平26.12. 1調剤 薬局
     八薬17 校前店 八幡平市大更２４－１－１１８ 常　勤:    2代表取締役　小野寺　 新規 現存
     (薬       2)聡 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44615,4002,9 吉小路調剤薬局 〒023-0054 0197-22-3334株式会社ライブリー　寺田　均 平 2. 9. 1調剤 薬局
     奥薬2 奥州市水沢吉小路３１番地１ 常　勤:    1代表取締役　田中　紘 新規 現存
     (薬       1)一 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  44715,4003,7 有限会社　及川薬局 〒023-0801 0197-23-2632有限会社及川薬局　代及川　静子 平 5. 4. 1調剤 薬局
     奥薬3 奥州市水沢字横町２３０番地 常　勤:    2表取締役　及川　憲太 新規 現存
     (薬       2)郎 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44815,4004,5 フジマキ薬局 〒023-0822 0197-22-3330有限会社岩手文永堂　藤巻　慎一 平 5. 5. 1調剤 薬局
     奥薬4 奥州市水沢東中通二丁目１番１０常　勤:    1代表取締役　藤巻　慎 新規 現存
     号 (薬       1)一 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44915,4005,2 おおはし薬局 〒023-0867 0197-25-6042佐藤　郁子 佐藤　郁子 平 5. 5. 1調剤 薬局
     奥薬5 奥州市水沢大橋５３番地２ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45015,4006,0 水沢センター薬局 〒023-0046 0197-22-2100株式会社ライブリー　土谷　彩子 平 6. 7. 1調剤 薬局
     奥薬6 奥州市水沢川原小路１７番地 常　勤:    4代表取締役　田中　紘 新規 現存
     (薬       4)一 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45115,4008,6 たんぽぽ薬局 〒023-0822 0197-23-5257株式会社髙野ファーマ髙野　英夫 平 6. 9. 1調剤 薬局
     奥薬8 奥州市水沢東中通り二丁目１番２常　勤:    2シー　代表取締役　髙 新規 現存
     ７号 (薬       2)野　英夫 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45215,4009,4 いちご薬局 〒023-0813 0197ー51ー1515有限会社エムドラック三浦　清明 平 9. 8. 1調剤 薬局
     奥薬9 奥州市水沢中町５５番地 常　勤:    3゛　代表取締役　三浦 新規 現存
     (薬       3)　清明 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45315,4010,2 すみれ薬局 〒023-0862 0197ー24ー1133有限会社　ひまわり企奥野　正人 平 9. 8. 1調剤 薬局
     奥薬10 奥州市水沢福吉町２番３０号 常　勤:    2画　代表取締役　齊藤 新規 現存
     (薬       2)　りえ 平24. 8. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45415,4016,9 水沢マル薬局 〒023-0864 0197-51-7050株式会社マル・コーポ佐々木　貴成 平12.10. 1調剤 薬局
     奥薬16 奥州市水沢龍ケ馬場３番地１１ 常　勤:    3レーション　代表取締 新規 現存
     (薬       3)役　丸　孝弘 平24.10. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  45515,4017,7 龍ヶ馬場薬局 〒023-0864 0197-51-7055株式会社マル・コーポ小澤　しのぶ 平12.10. 1調剤 薬局
     奥薬17 奥州市水沢龍ケ馬場２９番地３７常　勤:    1レーション　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　丸　孝弘 平24.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45615,4018,5 西大通薬局 〒023-0022 0197-51-6000株式会社ライブリー　千田　さゆり 平13. 2. 1調剤 薬局
     奥薬18 奥州市水沢中城６番３ 常　勤:    5代表取締役　田中　紘 新規 現存
     (薬       5)一 平25. 2. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45715,4019,3 ナカノメ薬局 〒023-0054 0197-22-2047株式会社　ナカノメ　中目　直子 平13. 3. 1調剤 薬局
     奥薬19 奥州市水沢吉小路４６番地１ 常　勤:    1代表取締役　中目　祐 新規 現存
     (薬       1)幸 平25. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45815,4021,9 うさぎ調剤薬局 〒023-0054 0197-51-7070有限会社エムドラッグ三浦　裕恵 平13. 5. 1調剤 薬局
     奥薬21 奥州市水沢吉小路３番地３ 常　勤:    4　代表取締役　三浦　 新規 現存
     (薬       4)清明 平25. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45915,4022,7 日本調剤水沢薬局 〒023-0052 0197-51-6622日本調剤株式会社　代猪股　彩子 平14.11. 1調剤 薬局
     奥薬22 奥州市水沢搦手丁８番１５号 常　勤:    4表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       4) 平26.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46015,4025,0 調剤薬局　桜屋敷ファ〒023-0865 0197-51-1114有限会社　ちだ企画　千田　成人 平16. 5. 1調剤 薬局
     奥薬25 ーマシー 奥州市水沢桜屋敷２４９番地３ 常　勤:    2代表取締役　千田成人 組織変更 現存
     (薬       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46115,4026,8 有限会社　サンライズ〒023-0825 0197-51-7581有限会社　サンライズ中村　真也 平16. 9. 1調剤 薬局
     奥薬26 薬局 奥州市水沢台町１番４５号 常　勤:    3薬局　取締役　千葉一 新規 現存
     (薬       3)歩 平28. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  46215,4027,6 みどり薬局寺小路店 〒023-0811 0197-51-6656株式会社みどり薬局　菊地　克美 平16.12. 1調剤 薬局
     奥薬27 奥州市水沢寺小路２６番地１ 常　勤:    2代表取締役　安藤早苗 新規 現存
     (薬       2) 平28.12. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46315,4028,4 りんどう薬局 〒023-0052 0197-51-6046有限会社かたくり薬局渡 　誠 平16.12. 1調剤 薬局
     奥薬28 奥州市水沢搦手丁２０番地１５ 常　勤:    1　代表取締役　内舘伸 新規 現存
     (薬       1)也 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46415,4030,0 すみれ薬局マイアネ店〒023-0833 0197-28-1800有限会社ポス企画　代千田　洋光 平17.12. 1調剤 薬局
     奥薬30 奥州市水沢上姉体六丁目６番地１常　勤:    1表取締役　齊藤りえ 新規 現存
     (薬       1) 平29.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46515,4031,8 川原町薬局 〒023-1114 0197-35-8001株式会社　ライブリー佐藤　智子 平 8.11. 1調剤 薬局
     奥薬31 奥州市江刺川原町３番１４号 常　勤:    2　代表取締役　田中　 新規 現存
     (薬       2)紘一 平29.11. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46615,4033,4 横山調剤薬局 〒023-1131 0197-31-1400有限会社メディケアハ横山　幸子 平11. 1.10調剤 薬局
     奥薬33 奥州市江刺愛宕字観音堂沖４０１常　勤:    2ウス　代表取締役　横 新規 現存
     番地５ (薬       2)山　雅年 平29. 1.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46715,4034,2 江刺調剤薬局 〒023-1104 0197-35-7501株式会社　ライブリー板屋　憲治 平13. 7. 1 薬局
     奥薬34 奥州市江刺豊田町二丁目１番４６常　勤:    3　代表取締役　田中　 移動 現存
     号 (薬       3)紘一 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46815,4035,9 調剤薬局ツルハドラッ〒023-1103 0197-31-1121株式会社　ツルハ　代河東田　利香 平13. 8. 1 薬局
     奥薬35 グ江刺店 奥州市江刺西大通り９番５号 常　勤:    2表取締役　鶴羽　順 新規 現存
     (薬       2) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46915,4038,3 仁衛堂薬局 〒029-4208 0197-56-4309有限会社ニエドー　代小野寺　透 平 8.10. 1調剤 薬局
     奥薬38 奥州市前沢字七日町裏２番地 常　勤:    1表取締役　小野寺　透 新規 現存
     (薬       1) 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  47015,4041,7 フロンティア薬局前沢〒029-4201 0197-56-0505株式会社　フロンティ赤坂　政典 平14. 6. 1調剤 薬局
     奥薬41 店 奥州市前沢古城字比良５９番８ 常　勤:    4ア　代表取締役　重森 新規 現存
     (薬       4)裕之 平26. 6. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47115,4043,3 わかば薬局 〒029-4204 0197-56-0755中村　長武 初貝　朋子 平16. 2. 1調剤 薬局
     奥薬43 奥州市前沢字高畑１８２番７ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47215,4044,1 仁衛堂薬局アスティ店〒029-4204 0197-56-4193有限会社ニエドー　代小野寺　哲子 平17.10. 1調剤 薬局
     奥薬44 奥州市前沢向田一丁目１６番２ 常　勤:    3表取締役　小野寺　透 新規 現存
     (薬       3) 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47315,4045,8 ふれあい薬局 〒023-0403 0197-41-4110株式会社　ふれあい　皆川　貴洋 平16. 4. 1調剤 薬局
     奥薬45 奥州市胆沢若柳字甘草３２４番地常　勤:    2代表取締役　髙野英夫 新規 現存
     (薬       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47415,4046,6 おやま薬局 〒023-0402 0197-41-5660株式会社ナカノメ　代高橋　律子 平17. 8. 1調剤 薬局
     奥薬46 奥州市胆沢小山字道場３６番地２常　勤:    1表取締役　中目　祐幸 移動 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47515,4047,4 りんご薬局 〒023-1102 0197-31-1177株式会社ライブリー　津田　裕美 平18. 3. 1調剤 薬局
     奥薬47 奥州市江刺八日町一丁目１番３４常　勤:    3代表取締役　田中紘一 新規 現存
     号 (薬       3) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47615,4048,2 むつみ薬局 〒023-0851 0197-22-4666株式会社睦ファーマシ八巻　貴信 平19. 4. 1調剤 薬局
     奥薬48 奥州市水沢南町４番２１号 常　勤:    1ー　代表取締役　八巻 新規 現存
     (薬       1)　貴信 平25. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47715,4050,8 ミズサワ薬局前沢店 〒029-4204 0197-56-3831有限会社クリア　代表森　純啓 平20. 5. 6調剤 薬局
     奥薬50 奥州市前沢向田一丁目２０番地２常　勤:    2取締役　森　純啓 移動 現存
     (薬       2) 平26. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  47815,4052,4 水沢調剤薬局 〒023-0046 0197-23-4838株式会社ふれあい　代千田　泰太郎 平21.10. 1調剤 薬局
     奥薬52 奥州市水沢字川原小路１２番地 常　勤:    1表取締役　髙野英夫 新規 現存
     (薬       1) 平27.10. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47915,4053,2 みどり薬局西町店 〒023-0816 0197-51-1517株式会社みどり薬局　米塚　聖和 平23. 7. 1調剤 薬局
     奥薬53 奥州市水沢西町５番２２号 常　勤:    3代表取締役　安藤　早 新規 現存
     (薬       3)苗 平29. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48015,4054,0 フラワー薬局 〒023-0003 0197-23-2134アイワ薬品株式会社　堀籠　穆 平23. 8. 1調剤 薬局
     奥薬54 奥州市水沢佐倉河字東広町８３番常　勤:    1代表取締役　遠藤大輔 移動 現存
     地１ (薬       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48115,4056,5 はだ調剤薬局 〒023-0106 0197-47-4561アイワ薬品株式会社　千田　千恵子 平23.11. 1調剤 薬局
     奥薬56 奥州市水沢羽田町久保１１ 常　勤:    1代表取締役　遠藤大輔 新規 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48215,4057,3 もくれん薬局 〒029-4208 0197-41-3737株式会社ライブリー　小原　恵子 平24. 3. 1調剤 薬局
     奥薬57 奥州市前沢字七日町４８番２ 常　勤:    2代表取締役　田中　紘 新規 現存
     (薬       2)一 平30. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48315,4058,1 及川薬局けいとく店 〒023-0003 0197-47-4471有限会社及川薬局　代及川　憲太郎 平24. 4. 1調剤 薬局
     奥薬58 奥州市水沢佐倉河字慶徳２６番地常　勤:    1表取締役　及川　憲太 新規 現存
     ２ (薬       1)郎 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48415,4059,9 リリィ薬局水沢店 〒023-0841 0197-47-4391シップヘルスケアファ荻島　悠介 平24. 5. 1調剤 薬局
     奥薬59 奥州市水沢真城字杉山下７０番３常　勤:    3ーマシー東日本株式会 新規 現存
     (薬       3)社　代表取締役　沖本 平30. 5. 1
     非常勤:    5　浩一
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  48515,4061,5 あおば薬局 〒023-0802 0197-51-7750有限会社和光　代表取黒田　麻遊美 平25. 4.15調剤 薬局
     奥薬61 奥州市水沢字大畑小路１０９番地常　勤:    3締役　小原　孝紀 移動 現存
     １ (薬       3) 平25. 4.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48615,4062,3 みどり薬局日高店 〒023-0889 0197-51-1766株式会社みどり薬局　森　雅文 平25.10. 1調剤 薬局
     奥薬62 奥州市水沢字高屋敷５３－８ 常　勤:    1代表取締役　安藤　早 新規 現存
     (薬       1)苗 平25.10. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48715,4063,1 エルム調剤薬局水沢店〒023-0828 0197-47-4767株式会社プリスクリプ沼尾　禎哉 平26. 4. 1調剤 薬局
     奥薬63 奥州市水沢東大通り一丁目５－３常　勤:    1ション・エルムアンド 新規 現存
     １ (薬       1)パーム　代表取締役　 平26. 4. 1
     非常勤:    7生駒　忠史
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48815,4064,9 みどり薬局不断町店 〒023-0032 0197-51-2216株式会社　みどり薬局佐山　琴絵 平26. 8. 1調剤 薬局
     奥薬64 奥州市水沢字多賀４７番地 常　勤:    4　代表取締役　安藤早 移動 現存
     (薬       4)苗 平26. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48915,4067,2 あかり薬局　太日通り〒023-0827 0197-47-6733株式会社　あかり薬局岡﨑　淑子 平27. 6. 1調剤 薬局
     奥薬67 店 奥州市水沢太日通り２－６－３３常　勤:    2　代表取締役　千葉　 新規 現存
     (薬       2)純子 平27. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49015,4068,0 あかり薬局　川口町店〒023-0034 0197-47-6510株式会社　あかり薬局佐藤　史和 平27.11. 1調剤 薬局
     奥薬68 奥州市水沢川口町２９番地１ 常　勤:    1　代表取締役　千葉　 新規 現存
     (薬       1)純子 平27.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49115,4069,8 アイン薬局　大通中央〒023-1111 0197-35-8351株式会社アインファー竹内　さかえ 平27.11. 1調剤 薬局
     奥薬69 店 奥州市江刺大通り５－８ 常　勤:    2マシーズ　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       2)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  49215,4070,6 アイン薬局　江刺店 〒023-1103 0197-31-2151株式会社アインファー中村　恵 平27.11. 1調剤 薬局
     奥薬70 奥州市江刺西大通り１０－１１ 常　勤:    2マシーズ　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       2)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49315,4071,4 アイン薬局　胆沢店 〒023-0864 0197-51-5030株式会社アインファー中村　聡 平27.11. 1調剤 薬局
     奥薬71 奥州市水沢字龍ケ馬場２７－５ 常　勤:    4マシーズ　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       4)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49415,4074,8 みどり薬局公園通り店〒023-0856 0197-47-3474株式会社　みどり薬局横井　舞 平28. 9. 5調剤 薬局
     奥薬74 奥州市水沢西上野町４番４号 常　勤:    1　代表取締役　安藤　 新規 現存
     (薬       1)早苗 平28. 9. 5
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49515,4075,5 アイセイ薬局　江刺西〒023-1103 0197-36-8150株式会社アイセイ薬局佐藤　文彦 平28.10. 1調剤 薬局
     奥薬75 大通り店 奥州市江刺西大通り１１－１５ 常　勤:    2　代表取締役　藤井江 組織変更 現存
     (薬       2)美 平28.10. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49615,4076,3 つくし薬局前沢店 〒029-4208 0197-41-3663株式会社　ワークイン片山　綜太 平28.12. 1調剤 薬局
     奥薬76 奥州市前沢二十人町４７番 常　勤:    4　代表取締役　西舘　 移動 現存
     (薬       4)孝雄 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49715,4077,1 イオン薬局前沢店 〒029-4204 0197-41-3111イオンリテール株式会渡邉　清肇 平29. 7. 1調剤 薬局
     奥薬77 奥州市前沢向田２丁目８５ 常　勤:    3社　代表取締役　岡崎 新規 現存
     (薬       3)　双一 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49815,4078,9 アイセイ薬局　江刺病〒023-1103 0197-31-2566株式会社アイセイ薬局岡田　吉正 平29.10. 1調剤 薬局
     奥薬78 院前店 奥州市江刺西大通り４番２４号 常　勤:    2　代表取締役　藤井　 交代 現存
     (薬       2)江美 平29.10. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  49915,4079,7 カワチ薬局　前沢店 〒029-4204 0197-56-7180株式会社カワチ薬品　後藤　英亮 平30. 3. 1調剤 薬局
     奥薬79 奥州市前沢向田１－１８ 常　勤:    1代表取締役　河内　伸 新規 現存
     (薬       1)二 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50016,4001,9 滝沢調剤薬局 〒020-0668 019-687-5711有限会社滝沢調剤薬局追久保　歳一 平 8. 4. 1調剤 薬局
     滝薬1 滝沢市鵜飼狐洞１番３０３号 常　勤:    2　代表取締役　追久保 新規 現存
     (薬       2)歳一 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50116,4002,7 ゆうゆう調剤薬局 〒020-0611 019-688-5553有限会社　ファーマシ小原　千幸 平10. 5. 1調剤 薬局
     滝薬2 滝沢市巣子１１７８番２０ 常　勤:    1ーウィズ　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　三浦　由美 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50216,4003,5 ドレミ薬局 〒020-0632 019-699-1234ヒロ・コーポレーショ赤坂　真理 平10. 8. 1調剤 薬局
     滝薬3 滝沢市牧野林１０１０番地２ 常　勤:    3ン有限会社　代表取締 新規 現存
     (薬       3)役　藤原　博之 平28. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50316,4004,3 プラス薬局 〒020-0633 019-645-1943有限会社プラス　代表佐々木　啓之 平10.12. 1調剤 薬局
     滝薬4 滝沢市穴口１８３番１号アリゼＳ常　勤:    1取締役　佐々木　啓之 新規 現存
     (薬       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50416,4005,0 ふうせん薬局 〒020-0632 019-699-2011有限会社ふうせん薬局小笠原　文子 平11. 3. 1調剤 薬局
     滝薬5 滝沢市牧野林１０１０番地１１ 常　勤:    1　代表取締役　小笠原 新規 現存
     (薬       1)　文子 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50516,4006,8 有限会社　オリオン薬〒020-0638 019-699-1220有限会社オリオン薬局猿橋　幸樹 平11. 4. 1調剤 薬局
     滝薬6 局 滝沢市土沢３１０番地３４ 常　勤:    2　代表取締役　猿橋　 新規 現存
     (薬       2)幸樹 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50616,4007,6 あおぞら薬局 〒020-0638 019-699-1319照井　融子 照井　亮平 平11.11. 1調剤 薬局
     滝薬7 滝沢市土沢５４０番地２ 常　勤:    3 新規 現存
     (薬       3) 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50716,4008,4 すこやか薬局 〒020-0771 019-699-1721有限会社メディックヤ安田　さおり 平12. 8. 1調剤 薬局
     滝薬8 滝沢市大釜竹鼻１６３番地１４ 常　勤:    1スダ　代表取締役　安 新規 現存
     (薬       1)田　剛 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  50816,4009,2 ひとみ薬局 〒020-0611 019-694-3520有限会社　ケイアンド菅原　俊英 平13. 7. 1 薬局
     滝薬9 滝沢市巣子１１５５番地１８ 常　勤:    1ワイ　代表取締役　田 新規 現存
     (薬       1)屋　祐二 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50916,4010,0 有限会社たけしげ薬局〒020-0617 019-688-2110有限会社　たけしげ薬竹重　みゆき 平13.11. 1 薬局
     滝薬10 滝沢市湯舟沢４８０番地２ 常　勤:    1局　代表取締役　竹重 新規 現存
     (薬       1)　尋綾 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51016,4012,6 巣子バード薬局 〒020-0627 019-694-1277株式会社ハースト　代谷藤　由佳 平19. 3. 1調剤 薬局
     滝薬12 滝沢市狼久保６８６番地３ 常　勤:    1表取締役　田﨑　悟 新規 現存
     (薬       1) 平25. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51116,4013,4 パーク薬局 〒020-0654 019-601-8988関　鮎美 大和　節子 平19. 5. 1調剤 薬局
     滝薬13 滝沢市中鵜飼８０番 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51216,4014,2 キリン薬局 〒020-0633 019-647-8535株式会社フォルテ　代大橋　正和 平19. 5. 1調剤 薬局
     滝薬14 滝沢市穴口３７７番地５４ 常　勤:    1表取締役　大橋　正和 新規 現存
     (薬       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51316,4015,9 滝沢中央薬局 〒020-0627 019-694-9338有限会社フクダ薬局　福田　淳一 平20. 1. 1調剤 薬局
     滝薬15 滝沢市狼久保６８９番地１ 常　勤:    1代表取締役　福田　淳 新規 現存
     (薬       1)一 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51416,4016,7 ひかり薬局 〒020-0622 019-681-0590有限会社ウイング　代熊谷　素子 平21. 4. 1調剤 薬局
     滝薬16 滝沢市野沢６２番１２６ 常　勤:    1表取締役社長　岡村　 新規 現存
     (薬       1)博文 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51516,4017,5 おおがま薬局 〒020-0778 019-684-1200株式会社アオキファー佐々木　匡 平23. 5. 1調剤 薬局
     滝薬17 滝沢市大釜吉水１０４番１ 常　勤:    5マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       5)青木　泰樹 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  51616,4019,1 ミモザ薬局 〒020-0637 019-613-2670Ｈ２有限会社　代表取四倉　雄二 平27.11. 1調剤 薬局
     滝薬19 滝沢市高屋敷平１１－４０ 常　勤:    1締役　四倉　曉子 新規 現存
     (薬       1) 平27.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51716,4020,9 おはよー調剤 〒020-0664 019-684-2084有限会社エルエル　代在原　千恵子 平28. 2. 1調剤 薬局
     滝薬20 滝沢市鵜飼笹森４３番１４ 常　勤:    1表取締役　在原　千恵 移動 現存
     (薬       1)子 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51816,4021,7 アイセイ薬局　滝沢店〒020-0633 019-648-7131株式会社アイセイ薬局海老子川　健司 平28.10. 1調剤 薬局
     滝薬21 滝沢市穴口３２３－３ 常　勤:    2　代表取締役　藤井江 組織変更 現存
     (薬       2)美 平28.10. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51921,4007,6 有限会社　葛巻中央薬〒028-5402 0195-66-3576有限会社葛巻中央薬局村木　典夫 昭54. 9. 1調剤 薬局
     岩薬7 局 岩手郡葛巻町葛巻第１３地割４５常　勤:    1　代表取締役　村木　 新規 現存
     番地５ (薬       1)典夫 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52021,4041,5 南畑薬局 〒020-0573 019-691-8110有限会社タカ・コーポ田畑　和孝 平12.11. 1調剤 薬局
     岩薬41 岩手郡雫石町大字南畑第３１地割常　勤:    2レーション　代表取締 新規 現存
     字深沢９２番地１６ (薬       2)役　高橋　義利 平24.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52121,4045,6 日本調剤葛巻薬局 〒028-5402 0195-67-1700日本調剤株式会社　代大上　紗織 平14.10. 1調剤 薬局
     岩薬45 岩手郡葛巻町葛巻第１２地割５４常　勤:    4表取締役　三津原　博 新規 現存
     番地１ (薬       4) 平26.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52221,4046,4 有限会社菊屋薬局 〒020-0527 019-692-2057有限会社菊屋薬局　代佐々木　順子 平15. 7. 1調剤 薬局
     岩薬46 岩手郡雫石町中町３３番地４ 常　勤:    2表取締役　佐々木　順 移動 現存
     (薬       2)子 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52321,4047,2 そうごう薬局岩手町店〒028-4303 0195-62-6061総合メディカル株式会矢島　潤一 平15. 8. 1調剤 薬局
     岩薬47 岩手郡岩手町江刈内第１０地割三常　勤:    2社　代表取締役　坂本 新規 現存
     本松４５番８ (薬       2)　賢治 平27. 8. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
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  52421,4048,0 しずくいし薬局 〒020-0536 019-692-1153株式会社アオキファー本間　淳一 平16. 4. 1調剤 薬局
     岩薬48 岩手郡雫石町八卦２番地４ 常　勤:    2マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)青木泰樹 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52521,4054,8 オーロラ薬局沼宮内店〒028-4303 0195-61-3883有限会社岩手保健企画古舘　真知子 平17.11. 1調剤 薬局
     岩薬54 岩手郡岩手町江刈内第１０地割４常　勤:    4　代表取締役　安ヶ平 新規 現存
     ９番１ (薬       4)　公 平29.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52621,4055,5 石神の丘薬局 〒028-4307 0195-61-1611有限会社ウイング　代府金　康子 平17.12. 1調剤 薬局
     岩薬55 岩手郡岩手町五日市第１１地割７常　勤:    2表取締役社長　岡村　 新規 現存
     ９番地６６ (薬       2)博文 平29.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52721,4057,1 銀河薬局雫石店 〒020-0541 019-691-1560株式会社銀河調剤　代杉田　弘明 平18. 9. 1調剤 薬局
     岩薬57 岩手郡雫石町千刈田７９番２ 常　勤:    4表取締役　佐野　元彦 新規 現存
     (薬       4) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52821,4061,3 ヤナギサワ薬局 〒028-4303 0195-62-2323柳澤　丹精 柳澤　丹精 平19. 5. 1調剤 薬局
     岩薬61 岩手郡岩手町大字江刈内第９地割常　勤:    2 交代 現存
     ３５番地 (薬       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52921,4065,4 しずくいし中央薬局 〒020-0542 019-692-5588オクトテルマ合同会社沼　潤幸 平24.10. 1調剤 薬局
     岩薬65 岩手郡雫石町万田渡７４番地１９常　勤:    1　代表社員　沼　潤幸 新規 現存
     (薬       1) 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53021,4066,2 つくし薬局　沼宮内駅〒028-4303 0195-68-7071株式会社ワークイン　工藤　真由美 平25. 8. 1調剤 薬局
     岩薬66 前店 岩手郡岩手町大字江刈内第７地割常　勤:    2代表取締役　西舘　孝 新規 現存
     １０番３ (薬       2)雄 平25. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53122,4008,2 有限会社きくや薬局 〒028-3305 019-676-2210有限会社　きくや薬局小早川　千秋 昭55. 8. 5調剤 薬局
     紫薬8 紫波郡紫波町日詰字郡山駅２１８常　勤:    2　代表取締役　小早川 移動 現存
     番地 (薬       2)　貞一 平28. 8. 5



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［岩手県］

［平成30年 6月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    70 頁

  53222,4011,6 あけぼの薬局 〒028-3305 019-676-5010有限会社　薬師会　代佐藤　純奈 平 7. 8. 1調剤 薬局
     紫薬11 紫波郡紫波町日詰字下丸森６５番常　勤:    2表取締役　曽我部　靖 新規 現存
     地２ (薬       2)雄 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53322,4012,4 フェザン薬局 〒028-3601 019-697-8631和田　啓慈 和田　啓慈 平 9. 1. 1調剤 薬局
     紫薬12 紫波郡矢巾町大字高田第１１地割常　勤:    2 新規 現存
     ５１番地１ (薬       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53422,4013,2 ファミリー薬局 〒028-3305 019-671-1195株式会社　ライブリー牟岐　和房 平10.11. 1調剤 薬局
     紫薬13 紫波郡紫波町日詰字下丸森１２１常　勤:    3　代表取締役　田中　 新規 現存
     番７ (薬       3)紘一 平28.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53522,4014,0 ライフ薬局 〒028-3615 019-698-1220有限会社ビバライフ　及川　俊弘 平10.11. 1調剤 薬局
     紫薬14 紫波郡矢巾町大字南矢幅第８地割常　勤:    2代表取締役　及川　俊 新規 現存
     ２４５番地 (薬       2)弘 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53622,4021,5 こぐま薬局矢巾店 〒028-3614 019-698-1515有限会社リジョイス保築地　さとみ 平11.12. 1調剤 薬局
     紫薬21 紫波郡矢巾町大字又兵エ新田第８常　勤:    2険調剤薬局　代表取締 新規 現存
     地割１１７番地 (薬       2)役　築地　裕二 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53722,4023,1 さくら町調剤薬局 〒028-3307 019-671-1365有限会社ウイング　代佐藤　琢思 平12. 6. 1調剤 薬局
     紫薬23 紫波郡紫波町桜町字三本木１６７常　勤:    1表取締役社長　岡村　 組織変更 現存
     番地２ (薬       1)博文 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53822,4026,4 紫波中央薬局 〒028-3307 019-672-6125有限会社　ウイング　井手　陽子 平13. 7. 1 薬局
     紫薬26 紫波郡紫波町桜町字三本木２２番常　勤:    1代表取締役社長　岡村 新規 現存
     地７ (薬       1)　博文 平25. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53922,4027,2 こずかた薬局やはば店〒028-3615 019-698-3006有限会社　エスケイド田村　淳子 平13. 7. 1 薬局
     紫薬27 紫波郡矢巾町大字南矢幅第９地割常　勤:    2ラッグ　代表取締役　 新規 現存
     字田中１９５番地 (薬       2)佐藤　昌作 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54022,4029,8 きりの調剤薬局 〒028-3603 019-698-4193桐野　晶 桐野　晶 平16. 4. 8調剤 薬局
     紫薬29 紫波郡矢巾町西徳田第５地割１番常　勤:    2 新規 現存
     地１号 (薬       2) 平28. 4. 8
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  54122,4031,4 みずほ薬局 〒028-3615 019-698-1080有限会社タカサゴメデ高砂子　眞知子 平20. 3. 1調剤 薬局
     紫薬31 紫波郡矢巾町大字南矢幅第６地割常　勤:    1ィカル　代表取締役　 移動 現存
     １４３番地１２ (薬       1)高砂子　修作 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54222,4032,2 有限会社ミドリ薬局日〒028-3310 019-671-1203有限会社ミドリ薬局　金子　和子 平20. 9. 1調剤 薬局
     紫薬32 詰店 紫波郡紫波町日詰駅前一丁目８番常　勤:    2代表取締役　金子　和 移動 現存
     ４ (薬       2)子 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54322,4033,0 調剤薬局ツルハドラッ〒028-3303 019-672-6568株式会社ツルハ　代表藤澤　綾奈 平21. 5. 8調剤 薬局
     紫薬33 グ紫波店 紫波郡紫波町高水寺字大坊１８３常　勤:    1取締役　鶴羽　順 新規 現存
     －１ (薬       1) 平27. 5. 8
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54422,4034,8 薬王堂薬局西徳田店 〒028-3603 019-681-7361株式会社薬王堂　代表千葉　恵 平23. 6. 1調剤 薬局
     紫薬34 紫波郡矢巾町大字西徳田第６地割常　勤:    2取締役　西郷　辰弘 新規 現存
     １４４番 (薬       2) 平29. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54522,4036,3 南やはば調剤薬局 〒028-3615 019-698-1677ＹＭファーマシー株式松本　裕 平24. 8. 1調剤 薬局
     紫薬36 紫波郡矢巾町南矢幅第７地割４５常　勤:    1会社　代表取締役　松 新規 現存
     ３番地 (薬       1)本　裕 平24. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54622,4037,1 エール薬局 〒028-3441 019-673-8588有限会社エール薬局　滝平　健登 平24.11.24調剤 薬局
     紫薬37 紫波郡紫波町上平沢字川原田７３常　勤:    2代表取締役　滝平　与 移動 現存
     番地９ (薬       2)志則 平24.11.24
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54722,4038,9 矢巾西口薬局 〒028-3614 019-681-9495有限会社ケイアンドワ亀田　隆浩 平25. 4. 1調剤 薬局
     紫薬38 紫波郡矢巾町大字又兵エ新田５－常　勤:    1イ　代表取締役　田屋 新規 現存
     ３１２ (薬       1)　祐二 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  54822,4040,5 みずほ薬局オガール店〒028-3318 019-601-7204有限会社リリーフ・ラ打越　光 平26. 9. 1調剤 薬局
     紫薬40 紫波郡紫波町紫波中央駅前２－３常　勤:    3イト　代表取締役　打 新規 現存
     －１２　オガールベースイースト(薬       3)越　光 平26. 9. 1
     棟１階 非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54922,4041,3 薬王堂　矢巾店 〒028-3615 019-698-2131株式会社　薬王堂　代菅原　規子 平27. 2. 1調剤 薬局
     紫薬41 紫波郡矢巾町南矢幅第７地割４４常　勤:    3表取締役　西郷　辰弘 移動 現存
     ５番地 (薬       3) 平27. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55022,4042,1 すばる薬局　流通セン〒020-0891 019-632-1500株式会社スカイリーフ小野寺　明子 平27. 8. 1調剤 薬局
     紫薬42 ター店 紫波郡矢巾町流通センター南３－常　勤:    2　代表取締役　米島　 組織変更 現存
     １－７ (薬       2)茂樹 平27. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55122,4043,9 日本調剤　矢巾薬局 〒028-3602 019-611-2351日本調剤株式会社　代堀合　暁音 平28. 6. 1調剤 薬局
     紫薬43 紫波郡矢巾町藤沢第１地割１１４常　勤:    1表取締役　三津原　博 新規 現存
     －１ (薬       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55222,4044,7 矢巾調剤薬局 〒028-3603 019-698-2400ＹＭファーマシー株式伊藤　尚子 平28. 8. 1調剤 薬局
     紫薬44 紫波郡矢巾町大字西徳田第三地割常　勤:    1会社　代表取締役　松 新規 現存
     字西前７４ (薬       1)本　裕 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55324,4008,8 かじか薬局 〒029-5505 0197-84-2233有限会社　ヘルシンキ福島　良昌 平13. 8. 1 薬局
     和薬8 和賀郡西和賀町湯本３０地割８１常　勤:    1　取締役　福島　良昌 組織変更 現存
     番地１ (薬       1) 平25. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55424,4013,8 太陽薬局 〒029-5505 0197-82-2120合同会社太陽　代表社藤原　勇雄 平23. 5. 1調剤 薬局
     和薬13 和賀郡西和賀町湯本２９地割７０常　勤:    1員　藤原　勇雄 組織変更 現存
     番地２２ (薬       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［岩手県］

［平成30年 6月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    73 頁

  55524,4015,3 西和賀すみれ薬局 〒029-5612 0197-72-6688Ｈ２有限会社　代表取米澤　優子 平26.10. 1調剤 薬局
     和薬15 和賀郡西和賀町沢内字大野１３地常　勤:    1締役　四倉　暁子 新規 現存
     割３－２２ (薬       1) 平26.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55625,4007,7 さつき薬局 〒029-4503 0197-41-1989有限会社　薬師会　代曽我部　靖雄 平10.10. 1調剤 薬局
     胆薬7 胆沢郡金ケ崎町西根古寺１４番地常　勤:    1表取締役　曽我部　靖 新規 現存
     １ (薬       1)雄 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55725,4020,0 ふたば薬局 〒029-4503 0197-41-0455中村　長武 中村　長武 平18. 9. 1調剤 薬局
     胆薬20 胆沢郡金ケ崎町西根下谷地９２番常　勤:    1 新規 現存
     １ (薬       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55825,4021,8 オレンジ薬局　金ヶ崎〒029-4503 0197-41-1977株式会社　ウイングフ根本　明子 平27. 4. 1調剤 薬局
     胆薬21 店 胆沢郡金ケ崎町西根鑓水１８０－常　勤:    2ァーマ　代表取締役　 組織変更 現存
     ５ (薬       2)林　和美 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55926,4006,7 あすか薬局 〒029-4102 0191-34-1150株式会社　小松イー・佐藤　千喜子 平10. 6. 1調剤 薬局
     西薬6 西磐井郡平泉町平泉字志羅山７番常　勤:    4エム・シー　代表取締 新規 現存
     １０号 (薬       4)役　小倉　浩二 平28. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56028,4004,8 そうごう薬局住田店 〒029-2311 0192-49-1151総合メディカル　株式髙橋　佑輔 平14. 5. 1調剤 薬局
     気薬4 気仙郡住田町世田米大崎２５番地常　勤:    3会社　代表取締役　坂 新規 現存
     ４ (薬       3)本　賢治 平26. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56129,4017,8 有限会社菊屋薬局 〒028-1121 0193-42-3526有限会社菊屋薬局　代佐竹　尚司 平24. 1. 1調剤 薬局
     上薬17 上閉伊郡大槌町小鎚第２７地割３常　勤:    2表取締役　佐竹　健二 移動 現存
     番地４ (薬       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56229,4021,0 つくし薬局本店 〒028-1121 0193-42-8500株式会社ワークイン　上林　麻美 平28. 5. 1調剤 薬局
     上薬21 上閉伊郡大槌町小鎚第２３地割字常　勤:    6代表取締役　西舘　孝 移動 現存
     寺野２３番２ (薬       6)雄 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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  56329,4022,8 ハーブ薬局 〒028-1101 0193-44-3171有限会社タカ・コーポ髙木　明彦 平29. 9. 1調剤 薬局
     上薬22 上閉伊郡大槌町吉里吉里一丁目２常　勤:    1レーション　代表取締 新規 現存
     番１０号 (薬       1)役　髙橋　義利 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56429,4023,6 有限会社クリス薬局 〒028-1116 0193-55-5891有限会社クリス薬局　熊谷　宏之 平29.10.30調剤 薬局
     上薬23 上閉伊郡大槌町本町６番１８号 常　勤:    1代表取締役　熊谷　宏 新規 現存
     (薬       1)之 平29.10.30
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56529,4024,4 ひょっこり薬局 〒028-1131 0193-27-5220株式会社ワークイン　道又　利一 平30. 4. 1調剤 薬局
     上薬24 上閉伊郡大槌町大槌第１５地割９常　勤:    2代表取締役　西舘　孝 交代 現存
     ５－２５６ (薬       2)雄 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56630,4008,5 船越菊屋薬局 〒028-1371 0193-84-2455菊地　豊 菊地　豊 平 5. 8. 1調剤 薬局
     下薬8 下閉伊郡山田町船越６地割３２番常　勤:    1 新規 現存
     地７６ (薬       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56730,4012,7 佐藤薬局 〒028-1302 0193ー86ー2889佐藤　太 佐藤　寿子 平 9. 8. 1調剤 薬局
     下薬12 下閉伊郡山田町豊間根第２地割１常　勤:    1 新規 現存
     ０５番１号 (薬       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56830,4026,7 髙橋薬局 〒028-8335 0194-35-2045株式会社　髙橋薬局　佐藤　和可子 平21. 1. 1調剤 薬局
     下薬26 下閉伊郡普代村第１３地割字普代常　勤:    1代表取締役　佐藤　和 組織変更 現存
     １２６番９ (薬       1)可子 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56930,4032,5 スマイル薬局田野畑店〒028-8407 0194-37-1771株式会社ファーマみら斉藤　勇樹 平25.11. 1調剤 薬局
     下薬32 下閉伊郡田野畑村田野畑１２０番常　勤:    1い　代表取締役　清原 組織変更 現存
     地３ (薬       1)　陽子 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57030,4033,3 クローバー薬局飯岡店〒028-1352 0193-81-1730有限会社タカ・コーポ内田　一幸 平26. 6. 1調剤 薬局
     下薬33 下閉伊郡山田町飯岡第９地割３７常　勤:    5レーション　代表取締 新規 現存
     －１４ (薬       5)役　髙橋　義利 平26. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57130,4035,8 山田調剤薬局 〒028-1352 0193-65-7087株式会社アインファー鎌田　恒亮 平28. 9. 1調剤 薬局
     下薬35 下閉伊郡山田町飯岡第１地割２１常　勤:    2マシーズ　代表取締役 新規 現存
     番地２ (薬       2)　大石　美也 平28. 9. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
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  57230,4036,6 アイン薬局　岩泉店 〒027-0501 0194-32-3317株式会社アインファー佐藤　友計 平29. 4. 1調剤 薬局
     下薬36 下閉伊郡岩泉町岩泉字中家１９番常　勤:    2マシーズ　代表取締役 新規 現存
     地１ (薬       2)　大石　美也 平29. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57330,4037,4 山田中央薬局 〒028-1342 0193-82-4750武藤　貞夫 武藤　洋子 平30. 4. 1調剤 薬局
     下薬37 下閉伊郡山田町川向町５１－２１常　勤:    2 移動 現存
     (薬       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57431,4004,2 まちの薬局 〒028-8201 0194-78-2081中野　町 中野　町 昭56. 9. 1調剤 薬局
     九薬4 九戸郡野田村大字野田２８地割２常　勤:    1 新規 現存
     ６番地１ (薬       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57531,4008,3 有限会社　かしわや薬〒028-6502 0195-42-2013有限会社かしわや薬局小野寺　正明 平 6. 4. 1調剤 薬局
     九薬8 局 九戸郡九戸村大字伊保内１１地割常　勤:    1　代表取締役　小野寺 新規 現存
     ４７番地３ (薬       1)　正明 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57631,4010,9 薬局　ココ 〒028-6302 0195-46-4329高林　幸子 高林　幸子 平 7. 6. 1調剤 薬局
     九薬10 九戸郡軽米町大字軽米第８地割４常　勤:    1 新規 現存
     ９番地３ (薬       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57731,4014,1 日本調剤軽米薬局 〒028-6302 0195-48-1222日本調剤株式会社　代鈴木　健一郎 平14. 9. 1調剤 薬局
     九薬14 九戸郡軽米町大字軽米第２地割６常　勤:    3表取締役　三津原　博 新規 現存
     ５番地２ (薬       3) 平26. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57831,4015,8 いこい薬局 〒028-6301 0195-46-4323有限会社正安　取締役山田　絹子 平15. 1. 1調剤 薬局
     九薬15 九戸郡軽米町大字上舘第１５地割常　勤:    1　山田　正之 新規 現存
     ８６番地１１ (薬       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57931,4016,6 日本調剤九戸薬局 〒028-6502 0195-41-1286日本調剤　株式会社　小野寺　陽亮 平15.10. 1調剤 薬局
     九薬16 九戸郡九戸村大字伊保内第７地割常　勤:    2代表取締役　三津原博 新規 現存
     ４９番地３ (薬       2) 平27.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  58031,4017,4 種市調剤薬局 〒028-7914 0194-65-6551有限会社　八戸保険調小野寺　卓造 平16.10. 1調剤 薬局
     九薬17 九戸郡洋野町種市第２３地割２７常　勤:    2剤薬局　代表取締役　 新規 現存
     番地１０３ (薬       2)六郷　満州夫 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58131,4019,0 はたさわ薬局 〒028-6302 0195-46-2719有限会社はたさわ薬局畠澤　德行 平20. 9. 1調剤 薬局
     九薬19 九戸郡軽米町大字軽米第３地割５常　勤:    1　代表取締役　畠澤　 移動 現存
     ２番地４ (薬       1)德行 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58231,4020,8 伊東薬局 〒028-8201 0194-78-2326株式会社伊東薬局　代伊東　祐太郎 平21. 7. 1調剤 薬局
     九薬20 九戸郡野田村大字野田第２６地割常　勤:    1表取締役　伊東祐太郎 組織変更 現存
     １８番地１０ (薬       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58331,4021,6 リードファーマシー 〒028-7914 0194-65-2987有限会社正成商事　取川崎　正一郎 平26.10.20調剤 薬局
     九薬21 九戸郡洋野町種市２３－１１３－常　勤:    1締役　川﨑　正一郎 移動 現存
     ２０ (薬       1) 平26.10.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58432,4007,3 いちのへ調剤薬局 〒028-5312 0195-31-1108有限会社　一戸調剤　古水　眞紀子 平15.12. 1調剤 薬局
     二戸薬7 二戸郡一戸町一戸字砂森５５番地常　勤:    3代表取締役　福士正巳 新規 現存
     ２２ (薬       3) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58532,4011,5 めぐみ薬局 〒028-5301 0195-31-1800株式会社ライブリー　岩坂　一士 平20. 8. 1調剤 薬局
     二戸薬11 二戸郡一戸町西法寺字稲荷２１番常　勤:    4代表取締役　田中　紘 移動 現存
     地１ (薬       4)一 平26. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58632,4013,1 つくし薬局一戸店 〒028-5312 0195-43-3096株式会社ワークイン　穴久保　圭子 平25. 7. 1調剤 薬局
     二戸薬13 二戸郡一戸町一戸字向町１０９ 常　勤:    2代表取締役　西舘　孝 新規 現存
     (薬       2)雄 平25. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58732,4014,9 アイン薬局　一戸店 〒028-5312 0195-31-1280株式会社アインファー齋藤　聡佑 平27.11. 1調剤 薬局
     二戸薬14 二戸郡一戸町一戸字砂森５４－１常　勤:    5マシーズ　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       5)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:   25
     (薬      25)
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  58832,4015,6 かめちゃん調剤薬局 〒028-5133 0195-35-3009株式会社ワークイン　石塚　薫 平29. 9. 1調剤 薬局
     二戸薬15 二戸郡一戸町中山字大塚１１８番常　勤:    1代表取締役　西舘　孝 交代 現存
     地２ (薬       1)雄 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


