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    10140058  株式会社司生堂薬局 〒960-8041 024-521-2233株式会社　司生堂薬局坂本　昌子 昭32. 7. 1 薬局
     福島市大町４－６ 常　勤:    2　代表取締役　庄司　 現存
     (薬       2)文子 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20140272  株式会社飯坂薬局 〒960-0201 024-542-2151株式会社　飯坂薬局　吉田　陽美 昭33. 2.10 薬局
     福島市飯坂町十綱町７ 常　勤:    1代表取締役吉田　陽美 現存
     (薬       1) 平30. 2.10
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30140298  有限会社　石井薬局大〒960-8041 024-522-2476有限会社石井薬局　代石井　恵子 昭39.11. 1 薬局
     町本店 福島市大町８－１６ 常　勤:    2表取締役　石井　良明 組織変更 現存
     (薬       2) 平24.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    40140512  有限会社　小野薬局 〒960-2261 024-591-1013有限会社　小野薬局　小野　千穂 昭50. 8. 1 薬局
     福島市町庭坂字内町２４ 常　勤:    1代表取締役　小野　正 現存
     (薬       1)典 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    50140561  笹谷薬局 〒960-0241 0245-57-6308鈴木　勉 鈴木　勉 昭52. 3. 1 薬局
     福島市笹谷字出歩１－１２ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    60140595  堀切薬局 〒960-0211 024-542-2061堀切　孝敏 堀切　孝敏 昭53. 7. 1 薬局
     福島市飯坂町湯野字湯ノ上３６ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    70140611  本間薬局 〒960-8057 024-557-6880本間　正幸 本間　正幸 昭53. 7. 1 薬局
     福島市笹木野字水口下２５－６ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    80140652  有限会社タチバナ薬局〒960-8164 0245-45-1820有限会社　タチバナ薬影山　洋子 昭54. 5. 1 薬局
     福島市八木田字並柳１３７－２ 常　勤:    1局　代表取締役　影山 組織変更 現存
     (薬       1)　洋子 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    90140959  有限会社ミネギシ薬局〒960-8033 024-522-2463有限会社　ミネギシ薬嶺岸　邦昭 昭62. 7. 1 薬局
     福島市万世町１－２３ 常　勤:    1局　代表取締役　嶺岸 組織変更 現存
     (薬       1)　邦昭 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   100140983  冨士薬局 〒960-0201 0245-42-8297有限会社　ドラック冨佐藤　智子 昭63. 9. 1 薬局
     福島市飯坂町字東堀切１１ 常　勤:    2士　代表取締役　佐藤 組織変更 現存
     (薬       2)　和雄 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   110141064  ムラタ薬局 〒960-8011 024-534-6084有限会社　ムラタ薬局村田　京子 平 3. 2. 1 薬局
     福島市宮下町３－２５ 常　勤:    1　代表取締役　村田　 組織変更 現存
     (薬       1)京子 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   120141072  モトマチ薬局 〒960-0101 0245-53-3150加納　武志 梶川　直子 平 3. 7. 1 薬局
     福島市瀬上町字本町２２ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平24. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   130141114  有限会社しみず薬局 〒960-8237 0245-45-8298有限会社　しみず薬局清水　乙弥 平 4. 6. 1 薬局
     福島市大森字舘ノ内７２－１ 常　勤:    2　代表取締役　清水　 新規 現存
     (薬       2)乙弥 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   140141130  有限会社　中央薬局 〒960-8073 024-536-3363有限会社　中央薬局　渡辺　佐起子 平 4. 8. 1 薬局
     福島市南中央１－６５－５ 常　勤:    1取締役　徳長　栄次郎 新規 現存
     (薬       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   150141155  有限会社アサヒ薬局 〒960-2156 024-593-5178有限会社　アサヒ薬局中澤　克次 平 4. 9. 1 薬局
     福島市荒井字弁天前１７－１５ 常　勤:    2　代表取締役　中澤　 移動 現存
     (薬       2)克次 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   160141163  南せのうえ薬局 〒960-0101 024-553-3939株式会社　コスモファ小野　雅宣 平 4.10. 1 薬局
     福島市瀬上町四斗蒔３１－１ 常　勤:    1ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     (薬       1)田　愛里 平28.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   170141189  有限会社しらさか薬局〒960-8204 0245-31-3261有限会社しらさか薬局白坂　光子 平 5. 1. 1 薬局
     福島市岡部字中川原１－６ 常　勤:    1　代表取締役　白坂　 組織変更 現存
     (薬       1)光子 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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   180141247  薬局いずみ調剤 〒960-8253 024-556-0111有限会社　いずみ調剤齋藤　仁志 平 5. 7. 1 薬局
     福島市泉字弐斗蒔３５－２ 常　勤:    1　代表取締役　菅原　 新規 現存
     (薬       1)憲太郎 平29. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   190141288  ふたば薬局 〒960-8131 024-536-3481株式会社　メディカル佐藤　隆 平 5.10. 1 薬局
     福島市北五老内町３－２１ 常　勤:    1・コア　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)齊藤　賢一 平29.10. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   200141296  有限会社カトウ薬局 〒960-8107 024-522-4863有限会社　カトウ薬局加藤　英文 平 5.10. 1 薬局
     福島市浜田町９－１４ 常　勤:    3　代表取締役　加藤　 新規 現存
     (薬       3)英文 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   210141320  ほうらい薬局 〒960-8157 024-549-2191一般社団法人　福島県渡邉　敏 平 5.12. 1 薬局
     福島市蓬莱町２－２－２ 常　勤:    6薬剤師会　会長　町野 新規 現存
     (薬       6)　紳 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   220141353  杏林堂薬局 〒960-8003 024-557-2614有限会社　杏林堂　代山内　啓子 平 6. 1. 1 薬局
     福島市森合字高野２２－１０ 常　勤:    1表取締役　山内　正章 組織変更 現存
     (薬       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   230141361  杏林堂薬局吉井田店 〒960-8164 024-546-6333有限会社　杏林堂　代山内　正章 平 6. 1. 1 薬局
     福島市八木田字神明１１５－３ 常　勤:    1表取締役　山内　正章 新規 現存
     (薬       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   240141403  清幸堂薬局 〒960-8068 024-531-0751太田　清人 太田　清人 平 6. 2. 1 薬局
     福島市太田町２３－４９ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   250141445  漢方薬局回春堂 〒960-8164 0245-46-2862桐山　雅孝 桐山　雅孝 平 6. 5. 1 薬局
     福島市八木田字並柳３８－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   260141452  あぶくま薬局 〒960-8112 0245-31-3916水戸　康雄 水戸　康雄 平 6. 5. 1 薬局
     福島市花園町２－５ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   270141494  有限会社第一薬局 〒960-8043 024-522-8191有限会社第一薬局　代大沼　よし乃 平 6. 7. 1 薬局
     福島市中町７－１ 常　勤:    2表取締役　後藤　忠久 新規 現存
     (薬       2) 平24. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   280141510  ぷらんたん薬局 〒960-8141 0245-21-1010有限会社ファルマ・プ佐藤　一樹 平 6. 9. 1 薬局
     福島市渡利字沼ノ町４５ 常　勤:   13ラン　代表取締役　高 新規 現存
     (薬      13)橋　まり子 平24. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   290141577  アップル薬局 〒960-0102 024-554-6433有限会社ネットワーク菅野　亜希子 平 7. 4. 1 薬局
     福島市鎌田字御仮家４９ 常　勤:    1調剤　代表取締役　小 新規 現存
     (薬       1)野寺　敏 平28. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   300141593  有限会社三益屋薬局 〒960-1101 0245-46-0559有限会社三益屋薬局　安斎　和彦 平 7. 7. 1 薬局
     福島市大森字本町１８－３ 常　勤:    2代表取締役　安斎　和 組織変更 現存
     (薬       2)彦 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   310141627  近藤全治堂薬局 〒960-8031 024-522-5556有限会社　近藤全治堂近藤　修一 平 7.12. 1 薬局
     福島市栄町９－２ 常　勤:    2　代表取締役　近藤　 新規 現存
     (薬       2)修一 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   320141650  あおば薬局 〒960-0112 024-553-8028佐藤　真裕 佐藤　真裕 平 8. 4. 1 薬局
     福島市南矢野目字鼓原１８－１８常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   330141668  メディコム野田町薬局〒960-8055 024-531-8764有限会社　メディコム島田　正俊 平 8. 6. 1 薬局
     福島市野田町１－１２－８６ 常　勤:    1　代表取締役　菅井　 新規 現存
     (薬       1)正 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   340141684  コスモ調剤薬局南中央〒960-8073 024-531-0330株式会社　コスモファ吉田　亮平 平 8.11. 1 薬局
     店 福島市南中央１－６５－１０ 常　勤:    2ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     (薬       2)田　愛里 平29.11. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   350141742  すみれ薬局 〒960-8071 0245-28-2373株式会社ジェイピー　上田　聡子 平 9. 5. 1 薬局
     福島市東中央３－１６ 常　勤:    3代表取締役　渡部智次 新規 現存
     (薬       3) 平30. 5. 1
     非常勤:    4
     (医       1)
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   360141759  ひかり薬局笹谷 〒960-8251 0245-57-5222株式会社オオノ　代表平野　康兵 平 9. 5. 1 薬局
     福島市北沢又字成出１３－２４ 常　勤:    3取締役　塩田　亨 新規 現存
     (薬       3) 平30. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   370141825  有限会社　あおい薬局〒960-2155 024-593-1188有限会社　あおい薬局菊池　全 平10. 1. 1 薬局
     福島市上名倉字吉前３８－５ 常　勤:    2　代表取締役　菊池　 新規 現存
     (薬       2)全 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   380141858  アップル薬局飯坂店 〒960-0201 024-542-5888有限会社　ネットワー千田　ひさの 平10. 3. 1 薬局
     福島市飯坂町西滝ノ町１５－６ 常　勤:    1ク調剤　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)小野寺　敏 平28. 3. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   390141874  ひまわり薬局 〒960-0101 024-554-6300有限会社　ライフスタ佐藤　彰芳 平10. 4. 1 薬局
     福島市瀬上町字町裏２ー３ 常　勤:    1ンダード　取締役　遠 新規 現存
     (薬       1)藤　大輔 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   400141940  保原薬局松川店 〒960-1231 024-567-6967株式会社福島医療サー吉田　博樹 平10.11. 4 薬局
     福島市松川町沼袋字北原８５－１常　勤:    3ビス　代表取締役　高 新規 現存
     (薬       3)野　真紀夫 平28.11. 4
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   410141957  こせき薬局 〒960-8035 024-526-4777有限会社小関薬局　代小関　祥子 平11. 2. 1 薬局
     福島市本町４－８エリプスビル１常　勤:    1表取締役小関祥子 新規 現存
     Ｆ (薬       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   420142005  ことぶき調剤薬局 〒960-8117 024-526-3901有限会社　寿　代表取渡辺　洋江 平11. 7. 1 薬局
     福島市入江町１２－６ 常　勤:    3締役　嶺岸　邦昭 新規 現存
     (薬       3) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   430142013  りんごの木薬局 〒960-8117 024-526-6336有限会社おくやま　代藤田　亜希子 平11. 8. 2 薬局
     福島市入江町３－１９ 常　勤:    3表取締役　奥山　力 新規 現存
     (薬       3) 平29. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   440142070  岩井薬局天神橋店 〒960-8141 024-522-7070有限会社ファカルティ斎藤　洋一 平11.11. 1 薬局
     福島市渡利字天神２７－９メゾン常　勤:    1・ファーム　代表取締 新規 現存
     天神橋１０４号 (薬       1)役　高野紀代子 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   450142252  あすか調剤薬局大森店〒960-1101 024-544-1630有限会社　メディファ阿部　純子 平13. 2. 1 薬局
     福島市大森字城ノ内５０－１ 常　勤:    2ースト　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)阿部　哲也 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   460142278  ぷらんたん薬局ささや〒960-0241 024-555-0880有限会社　ファルマ・星　直絵 平13. 5. 1 薬局
     福島市笹谷字塗谷地３７－１５ 常　勤:    5プラン　代表取締役　 新規 現存
     (薬       5)髙橋　まり子 平25. 5. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   470142286  寺島薬局　北町店 〒960-8102 024-521-6500有限会社　健幸　取締寺島　健一 平13.10. 1 薬局
     福島市北町１－３６ 常　勤:    1役　寺島　健一 新規 現存
     (薬       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   480142294  コスモ調剤薬局　泉店〒960-8253 024-555-6880株式会社　コスモファ淡路　裕健 平13.10. 1 薬局
     福島市泉字火焼津１７－１ 常　勤:    1ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     (薬       1)田　愛里 平25.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   490142302  有限会社　アジア堂薬〒960-8154 024-546-7059有限会社　アジア堂薬馬場　圭一郎 平13.12. 1 薬局
     局 福島市伏拝字台田３－３ 常　勤:    1局　代表取締役　馬場 新規 現存
     (薬       1)　圭一郎 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   500142310  コスモ調剤薬局　笹谷〒960-0241 024-555-5301株式会社　コスモファ中村　陽子 平14. 2. 1 薬局
     店 福島市笹谷字南田１６－４ 常　勤:    1ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     (薬       1)田　愛里 平26. 2. 1
     非常勤:   20
     (薬      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   510142328  コスモ調剤薬局　森合〒960-8003 024-555-5701株式会社　コスモファ吉田　隆信 平14. 3. 1 薬局
     店 福島市森合字屋敷下３８－１４ 常　勤:    2ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     (薬       2)田　愛里 平26. 3. 1
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   520142351  薬局ゼネファーム　庭〒960-2261 024-592-1288有限会社ゼネラルファ原田　圭一 平14. 6. 1 薬局
     坂店 福島市町庭坂字畑外２－４ 常　勤:    2ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　伏見　勝彦 平26. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   530142401  ふたば薬局　笹谷店 〒960-0241 024-555-5535株式会社メディカル・鍛治内　大輔 平14. 9. 1 薬局
     福島市笹谷字中田４－１７ 常　勤:    1コア　代表取締役　齊 新規 現存
     (薬       1)藤　賢一 平26. 9. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   540142419  岩井薬局　荒町店 〒960-8042 024-524-2150有限会社ファカルティ高野　紀代子 平14. 9. 2 薬局
     福島市荒町３－８ 常　勤:    2・ファーム　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　高野　紀代子 平26. 9. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   550142435  有限会社　小島薬局 〒960-8068 024-535-1731有限会社　小島薬局　小島　衛 平15. 4.15 薬局
     福島市太田町１９－１ 常　勤:    1代表取締役　小島　衛 移動 現存
     (薬       1)輔 平27. 4.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   560142443  クオール薬局福島店 〒960-2156 024-594-0189クオール株式会社　代三上　陽史 平15. 5. 1 薬局
     福島市荒井北３－２－３６ 常　勤:    5表取締役　中村　敬 新規 現存
     (薬       5) 平27. 5. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   570142450  コスモ調剤薬局蓬莱店〒960-8157 024-547-2270株式会社　コスモファ関　祐子 平15. 9. 1 薬局
     福島市蓬莱町２－２－１１１ 常　勤:    2ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     (薬       2)田　愛里 平27. 9. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   580142484  調剤薬局ゼネファーム〒960-8153 024-539-9888有限会社ゼネラルファ山口　祐司 平15.10.23 薬局
     黒岩店 福島市黒岩字素利町１７ 常　勤:    3ーマシー　代表取締役 移動 現存
     (薬       3)　伏見　勝彦 平27.10.23
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   590142492  はくあい薬局 〒960-8151 024-544-0108株式会社　友愛　柴田柴田　和美 平16. 1. 5 薬局
     福島市太平寺字町ノ内２－２ 常　勤:    4　和美 新規 現存
     (薬       4) 平28. 1. 5
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   600142518  有限会社しみず薬局し〒960-8223 024-531-1811有限会社　しみず薬局石澤　洋史 平16. 4. 1 薬局
     のぶヶ丘店 福島市矢倉下１４－１ 常　勤:    2　代表取締役　清水　 新規 現存
     (薬       2)乙弥 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   610142534  公園前薬局 〒960-8106 024-522-9383瀧澤　潤子 瀧澤　潤子 平16.10.13 薬局
     福島市宮町２－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28.10.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   620142542  オリーブ薬局 〒960-8141 024-526-0048株式会社メディカル・小玉　真砂 平16.10. 1 薬局
     福島市渡利字鳥谷下町３８－３ 常　勤:    3ファクトリー　代表取 新規 現存
     (薬       3)締役　藤島　健弘 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   630142567  保原薬局渡利店 〒960-8141 024-524-3666株式会社福島医療サー佐藤　大典 平17. 1. 5 薬局
     福島市渡利字七社宮２１ 常　勤:    2ビス　代表取締役　高 新規 現存
     (薬       2)野　真紀夫 平29. 1. 5
     非常勤:   20
     (薬      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   640142575  サンリツ薬局福島店 〒960-8163 024-544-1815株式会社ウィーズ　代大郷　義明 平17. 3. 1 薬局
     福島市方木田字辻ノ内３－１０ 常　勤:    1表取締役　塩月　清和 新規 現存
     (薬       1) 平29. 3. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   650142583  弘明堂薬局 〒960-8043 024-522-4428有限会社　コーメード中川　典子 平17. 4. 1 薬局
     福島市中町１－１２サンライズ中常　勤:    1ー　代表取締役　中川 新規 現存
     町ビルＢ－１０１ (薬       1)　弘道 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   660142609  きりん調剤薬局 〒960-8133 024-534-3201有限会社タカラ企画　矢吹　純 平17. 8. 1 薬局
     福島市桜木町１－２１ 常　勤:    1代表取締役　加納　武 新規 現存
     (薬       1)志 平29. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   670142625  大森調剤薬局 〒960-1101 024-544-6920株式会社　葵調剤　代二瓶　保 平17.10. 1 薬局
     福島市大森字街道下７１－４ 常　勤:    2表取締役　生駒　忠史 新規 現存
     (薬       2) 平29.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   680142641  コスモ調剤薬局黒岩店〒960-8153 024-544-1550株式会社　コスモファ胡口　綾子 平17.11. 1 薬局
     福島市黒岩字北井２－４ 常　勤:    3ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     (薬       3)田　愛里 平29.11. 1
     非常勤:   25
     (薬      25)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   690142682  コスモ調剤薬局北中央〒960-0112 024-555-0028株式会社　コスモファ高橋　歩美 平18. 3. 1 薬局
     公園前店 福島市南矢野目字清水前３１－５常　勤:    3ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     (薬       3)田　愛里 平30. 3. 1
     非常勤:   18
     (薬      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   700142690  健歩薬局 〒960-1101 024-545-6610有限会社三好堂　代表三好　正人 平18. 4. 1 薬局
     福島市大森字高畑７０－３ 常　勤:    3取締役　三好　正人 交代 現存
     (薬       3) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   710142708  コスモ調剤薬局南矢野〒960-0112 024-555-6731株式会社　コスモファ髙橋　孝一 平18. 4. 1 薬局
     目店 福島市南矢野目字荒屋敷５３－１常　勤:    1ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     １ (薬       1)田　愛里 平30. 4. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   720142716  キュウキュウ堂薬局鎌〒960-0102 024-553-8399株式会社キュウキュウ鞍田　美穂 平18. 5. 1 薬局
     田店 福島市鎌田字舟戸前９－１ 常　勤:    1堂薬局　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)髙澤　貢 平30. 5. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   730142724  さくら薬局永井川店 〒960-1102 024-544-0080有限会社ゼネラルファ尾形　浩実 平18. 5. 1 薬局
     福島市永井川字北谷地７－１ 常　勤:    2ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　伏見　勝彦 平30. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   740142740  コスモ調剤薬局永井川〒960-1102 024-544-0730株式会社コスモファー須田　直行 平18. 5. 1 薬局
     店 福島市永井川字北谷地８－１ 常　勤:    2マ　代表取締役　藤田 新規 現存
     (薬       2)　愛里 平30. 5. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   750142781  げんじろう調剤薬局泉〒960-8253 024-555-1860株式会社コスモファー樋口　怜美 平18. 5. 1 薬局
     店 福島市泉字弐斗蒔１８－１６ 常　勤:    2マ　代表取締役　藤田 交代 現存
     (薬       2)　愛里 平30. 5. 1
     非常勤:   21
     (薬      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   760142799  クオール薬局　福島東〒960-8136 024-573-9070クオール株式会社　代近野　志穂 平18. 8. 1 薬局
     店 福島市八島町１４－２７ 常　勤:    2表取締役　中村　敬 新規 現存
     (薬       2) 平24. 8. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   770142807  けや木薬局 〒960-0101 024-553-6505有限会社　メディック白石　丈也 平18.10. 2 薬局
     福島市瀬上町字幸町９－２ 常　勤:    2ス白石　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)白石　丈也 平24.10. 2
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   780142815  コスモ調剤薬局　八幡〒960-8165 024-544-7012株式会社コスモファー林田　直武 平18.10. 1 薬局
     店 福島市吉倉字八幡４９－２ 常　勤:    3マ　代表取締役　藤田 新規 現存
     (薬       3)　愛里 平24.10. 1
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   790142823  アップル薬局　八木田〒960-8164 024-544-1941有限会社　ネットワー佐藤　優子 平18.10. 1 薬局
     店 福島市八木田字井戸上８９－５ 常　勤:    2ク調剤　代表取締役　 交代 現存
     (薬       2)小野寺　敏 平24.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   800142831  奥羽調剤薬局　ＪＲ福〒960-8031 024-535-0021有限会社　協栄　代表原垣内　大地 平18.12.16 薬局
     島駅店 福島市栄町１－１ 常　勤:    3取締役会長　吉田　絢 新規 現存
     (薬       3)子 平24.12.16
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   810142864  保原薬局やぎた店 〒960-8164 024-539-7558株式会社　福島医療サ橘　美和 平19. 6. 1 薬局
     福島市八木田字中島５６－１ 常　勤:    2ービス　代表取締役　 交代 現存
     (薬       2)高野　真紀夫 平25. 6. 1
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   820142872  もものさと薬局 〒960-0102 024-563-6234有限会社　玉崎屋　代渡辺　操 平19. 7. 1 薬局
     福島市鎌田御仮家９７ 常　勤:    1表取締役　渡邉　達 新規 現存
     (薬       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   830142898  コスモ調剤薬局　いず〒960-8253 024-555-6118株式会社コスモファー駒場　由紀子 平19.10. 1 薬局
     み西店 福島市泉字清水内１８－１３ 常　勤:    1マ　代表取締役　藤田 新規 現存
     (薬       1)　愛里 平25.10. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   840142914  コスモ調剤薬局　福島〒960-8053 024-526-1307株式会社　コスモファ小泉　友紀 平19.11. 1 薬局
     駅西口店 福島市三河南町１－１５ 常　勤:    2ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     (薬       2)田　愛里 平25.11. 1
     非常勤:   24
     (薬      24)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   850142948  コスモ調剤薬局　野田〒960-8055 024-526-2223株式会社　コスモファ鈴木　啓子 平20. 3. 1 薬局
     町店 福島市野田町６－５－２ 常　勤:    1ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     (薬       1)田　愛里 平26. 3. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   860142963  コスモ調剤薬局森合西〒960-8003 024-555-6581株式会社　コスモファ清野　将臣 平20. 4. 1 薬局
     店 福島市森合字高野１－１５ 常　勤:    1ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     (薬       1)田　愛里 平26. 4. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   870142971  コスモ調剤薬局　南沢〒960-8254 024-555-6385株式会社　コスモファ松木　友治 平20. 6. 1 薬局
     又店 福島市南沢又字前田１７－３ 常　勤:    2ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     (薬       2)田　愛里 平26. 6. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   880142997  有限会社武藤薬局 〒960-1301 024-562-2635有限会社武藤薬局　代武藤　健 昭59. 8. 1 薬局
     福島市飯野町字町４１ 常　勤:    2表取締役　武藤　健 組織変更 現存
     (薬       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   890143029  アイランド薬局　山下〒960-8115 024-535-1189アポロメディカルホー佐藤　裕理 平21. 3. 1 薬局
     店 福島市山下町４－７ 常　勤:    3ルディングス株式会社 新規 現存
     (薬       3)　代表取締役　我妻　 平27. 3. 1
     非常勤:    9照男
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   900143037  ベース薬局　三河台店〒960-8055 024-525-3661株式会社ベースファー菅野　幹雄 平21. 4. 1 薬局
     福島市野田町２－４－２５ 常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)沼田　廣 平27. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   910143052  クオール薬局ささきの〒960-8056 024-555-1189クオール株式会社　代山口　由弥 平21. 6. 1 薬局
     店 福島市八島田字琵琶渕６２－１ 常　勤:    1表取締役　中村　敬 移動 現存
     (薬       1) 平27. 6. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   920143060  ファーマライズ薬局　〒960-8117 024-528-2855ファーマライズ株式会遠藤　美雪 平21. 6. 1 薬局
     入江店 福島市入江町１２－１３ 常　勤:    3社　代表取締役　田仲 交代 現存
     (薬       3)　義弘 平27. 6. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 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［福島県］

［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    13 頁

   930143078  ファーマライズ薬局　〒960-8253 024-557-8855ファーマライズ株式会大竹　歩 平21. 6. 1 薬局
     泉店 福島市泉字泉川３－２１ 常　勤:    4社　代表取締役　田仲 交代 現存
     (薬       4)　義弘 平27. 6. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   940143086  ファーマライズ薬局　〒960-8251 024-555-2200ファーマライズ株式会佐藤　早 平21. 6. 1 薬局
     北沢又店 福島市北沢又字成出２４－５ 常　勤:    3社　代表取締役　田仲 交代 現存
     (薬       3)　義弘 平27. 6. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   950143102  ファーマライズ薬局　〒960-8041 024-526-4555ファーマライズ株式会荒井　桂子 平21. 6. 1 薬局
     大町店 福島市大町７－１１ 常　勤:    4社　代表取締役　田仲 交代 現存
     (薬       4)　義弘 平27. 6. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   960143128  ファーマライズ薬局　〒960-8136 024-536-2525ファーマライズ株式会佐藤　めぐみ 平21. 6. 1 薬局
     八島店 福島市八島町２－８ 常　勤:    2社　代表取締役　田仲 交代 現存
     (薬       2)　義弘 平27. 6. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   970143136  ファーマライズ薬局　〒960-0102 024-552-6135ファーマライズ株式会畑中　智基 平21. 6. 1 薬局
     卸町店 福島市鎌田字卸町１２－１ 常　勤:    1社　代表取締役　田仲 交代 現存
     (薬       1)　義弘 平27. 6. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   980143144  ファーマライズ薬局　〒960-0102 024-554-2266ファーマライズ株式会宍戸　恵美 平21. 6. 1 薬局
     鎌田店 福島市鎌田字中江１０－５ 常　勤:    1社　代表取締役　田仲 交代 現存
     (薬       1)　義弘 平27. 6. 1
     非常勤:   18
     (薬      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   990143151  アイル薬局　西口店 〒960-8053 024-525-0410株式会社　メディカル鴨田　陽子 平21. 6. 1 薬局
     福島市三河南町４－１３ 常　勤:    1エイド東北　代表取締 移動 現存
     (薬       1)役　久保田　樹佳 平27. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  1000143169  アイル薬局　太平寺店〒960-8151 024-539-5038株式会社メディカル・渡邉　浩一 平21. 9. 1 薬局
     福島市太平寺字町ノ内７０－１ 常　勤:    1エイド東北　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　久保田　樹佳 平27. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1010143185  ファーコス薬局　東中〒960-8071 024-533-2660株式会社　ファーコス宮澤　司 平21.12. 1 薬局
     央 福島市東中央２－２－２ 常　勤:    5　代表取締役　　島田 交代 現存
     (薬       5)　光明 平27.12. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1020143193  ファーコス薬局　福島〒960-8031 024-524-1355株式会社　ファーコス芳賀　智子 平21.12. 1 薬局
     駅前 福島市栄町６－６ 常　勤:    4　代表取締役　　島田 交代 現存
     (薬       4)　光明 平27.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1030143201  ファーコス薬局　渡利〒960-8141 024-528-0666株式会社　ファーコス宮田　知世 平21.12. 1 薬局
     福島市渡利字椚町２５－４ 常　勤:    2　代表取締役　　島田 交代 現存
     (薬       2)　光明 平27.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1040143219  方木田薬局 〒960-8163 024-544-7023株式会社ビーカスタム梅田　国彦 平22. 1. 1 薬局
     福島市方木田字中屋敷１－２９ 常　勤:    1　代表取締役　梅田　 新規 現存
     (薬       1)国彦 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1050143227  キュウキュウ堂薬局　〒960-8044 024-522-9901株式会社キュウキュウ齋藤　雄介 平22. 3. 1 薬局
     ラヴィバレ店 福島市早稲町４－１６ラヴィバレ常　勤:    2堂薬局　代表取締役　 新規 現存
     一番丁１Ｆ (薬       2)髙澤　貢 平28. 3. 1
     非常勤:   21
     (薬      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1060143235  クローバー薬局　松川〒960-1241 024-537-1193株式会社愛彩　代表取山本　塁 平22. 3. 2 薬局
     店 福島市松川町字土腐６－２ 常　勤:    2締役　大波　努 新規 現存
     (薬       2) 平28. 3. 2
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  1070143243  リンドウ薬局 〒960-8032 024-534-6730菊地　智美 菊地　智美 平22. 2. 3 薬局
     福島市陣場町９－２３ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平28. 2. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1080143250  エール薬局　北五老内〒960-8131 024-525-2677株式会社メディカル愛齋藤　佳宏 平22. 4. 1 薬局
     店 福島市北五老内町６－１４ 常　勤:    2　代表取締役　藤田　 新規 現存
     (薬       2)愛里 平28. 4. 1
     非常勤:   20
     (薬      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1090143268  ばにら薬局 〒960-8031 024-529-7635山田　明生 山田　明生 平22. 5.10 薬局
     福島市栄町１２－１０ひかりビル常　勤:    1 新規 現存
     １Ｆ (薬       1) 平28. 5.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1100143276  ベース薬局　宮下町店〒960-8011 024-525-2241株式会社ベースファー葦田　仁子 平22. 5. 1 薬局
     福島市宮下町１５－２３タカノビ常　勤:    4マシー　代表取締役　 新規 現存
     ル１階 (薬       4)沼田　廣 平28. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1110143284  クラフト薬局　笹谷店〒960-8251 024-559-2200クラフト株式会社　代松本　由利子 平22. 4. 1 薬局
     福島市北沢又字成出２３－３メイ常　勤:    3表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     ゾン清水 (薬       3) 平28. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1120143292  アイル薬局丸子店 〒960-0111 024-553-3042株式会社メディカル・田中　宏幸 平22. 4. 1 薬局
     福島市丸子字前川原５７－３０ 常　勤:    1エイド東北　代表取締 交代 現存
     (薬       1)役　久保田　樹佳 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1130143334  クローバー薬局　北店〒960-0112 024-559-4193株式会社　愛彩　代表西田　成美 平22. 8. 1 薬局
     福島市南矢野目字中屋敷５３－１常　勤:    1取締役　大波　努 新規 現存
     ８ (薬       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1140143342  保原薬局　宮代店 〒960-0116 024-552-5666株式会社福島医療サー桝田　雅史 平22. 9. 1 薬局
     福島市宮代字前田１２－２１ 常　勤:    1ビス　代表取締役　高 新規 現存
     (薬       1)野　真紀夫 平28. 9. 1
     非常勤:   21
     (薬      21)
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  1150143359  スマイリー薬局　天神〒960-8001 024-526-1566株式会社メディカル愛松本　康徳 平23. 3. 1 薬局
     町店 福島市天神町１５－１２ 常　勤:    2　代表取締役　藤田　 新規 現存
     (薬       2)愛里 平29. 3. 1
     非常勤:   26
     (薬      26)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1160143409  カワチ薬局　福島東店〒960-8218 024-525-2170株式会社カワチ薬品　工藤　歩 平23. 6. 1 薬局
     福島市高野河原下１６－２ 常　勤:    1代表取締役　河内　伸 新規 現存
     (薬       1)二 平29. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1170143417  ベース薬局大森店 〒960-1101 024-544-6678株式会社ベースファー佐久間　哲雄 平23. 6. 1 薬局
     福島市大森字坿７９－５ 常　勤:    3マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       3)沼田　廣 平29. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1180143425  エール薬局　北中央店〒960-8072 024-526-2660株式会社　メディカル川井　郁彦 平23.12. 1 薬局
     福島市北中央一丁目４８－３　コ常　勤:    2愛　代表取締役　藤田 新規 現存
     ーポミウラＡ１０２ (薬       2)　愛里 平29.12. 1
     非常勤:   29
     (薬      29)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1190143441  そうごう薬局　福島笹〒960-8057 024-555-1071総合メディカル　株式髙橋　清大 平24. 3. 1 薬局
     木野店 福島市笹木野字中西裏１８－４ 常　勤:    3会社　代表取締役　坂 新規 現存
     (薬       3)本　賢治 平30. 3. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1200143458  元気薬局 〒960-8041 024-522-8901菊地　和香子 菊地　和香子 平24. 1.23 薬局
     福島市大町２－１４加藤ビル 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平30. 1.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1210143466  エール薬局　御山町店〒960-8012 024-573-0126株式会社メディカル愛小野　達彦 平24. 5. 1 薬局
     福島市御山町５－２８ 常　勤:    3　代表取締役　藤田　 新規 現存
     (薬       3)愛里 平30. 5. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  1220143482  ファーマライズ薬局　〒960-1102 024-539-8989ファーマライズ株式会畠山　千夏 平24. 8. 1 薬局
     南福島店 福島市永井川字壇ノ腰６－１エト常　勤:    4社　代表取締役　田仲 移動 現存
     ワール南福島１０３号 (薬       4)　義弘 平24. 8. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1230143508  なの花薬局　北矢野目〒960-0113 024-557-5227株式会社なの花東日本椚山　典子 平24.10. 1 薬局
     店 福島市北矢野目字原田６７－１７常　勤:    2　代表取締役　遠山　 新規 現存
     (薬       2)功 平24.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1240143516  エール薬局　笹谷東店〒960-0112 024-573-0831株式会社　メディカル山本　洋子 平24.11. 1 薬局
     福島市南矢野目字道下３５－１０常　勤:    3愛　代表取締役　藤田 新規 現存
     (薬       3)　愛里 平24.11. 1
     非常勤:   25
     (薬      25)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1250143524  有限会社　小野寺薬局〒960-8033 024-534-2260有限会社　小野寺薬局小野寺　典子 平24.12. 3 薬局
     福島市万世町２－３６ 常　勤:    1　代表取締役　小野寺 移動 現存
     (薬       1)　瑛子 平24.12. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1260143532  ささやの杜薬局 〒960-0241 024-559-1193株式会社　愛彩　代表槻林　浩二 平24.12. 1 薬局
     福島市笹谷古屋敷４－１ 常　勤:    1取締役　大波　努 新規 現存
     (薬       1) 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1270143540  株式会社　あさがお薬〒960-8117 024-533-7400株式会社　あさがお薬半澤　岳治 平25. 1. 1 薬局
     局 福島市入江町１２－１９ 常　勤:    2局　代表取締役　半澤 交代 現存
     (薬       2)　岳治 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1280143557  曽根田薬局 〒960-8051 024-573-5502有限会社　ティービー山川　文道 平25. 2. 1 薬局
     福島市曾根田町３－２５ 常　勤:    1薬局　代表取締役　小 新規 現存
     (薬       1)野寺　尚 平25. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1290143565  エール薬局　南矢野目〒960-0112 024-573-1961株式会社　メディカル髙橋　朋子 平25. 2. 1 薬局
     店 福島市南矢野目字上戸ノ内１０－常　勤:    2愛　代表取締役　藤田 新規 現存
     １５ (薬       2)　愛里 平25. 2. 1
     非常勤:   21
     (薬      21)
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  1300143573  太平調剤薬局 〒960-8151 0245-63-1360有限会社　山商　代表山口　裕人 平25. 3. 1 薬局
     福島市太平寺堰ノ上９０－５ 常　勤:    2取締役　小澤　佳嗣 新規 現存
     (薬       2) 平25. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1310143581  クラフト薬局　福島南〒960-8254 024-563-3536クラフト株式会社　代木村　芳子 平25. 4. 1 薬局
     沢又店 福島市南沢又字桜内３３－３ 常　勤:    3表取締役　大塚吉史 新規 現存
     (薬       3) 平25. 4. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1320143599  クオール薬局とやの店〒960-8152 024-544-1280クオール　株式会社　加藤　淳子 平25. 4. 1 薬局
     福島市鳥谷野字宮畑６５－２ 常　勤:    2代表取締役　中村　敬 組織変更 現存
     (薬       2) 平25. 4. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1330143607  クオール薬局野田町店〒960-8055 024-534-5130クオール　株式会社　渡邉　祥人 平25. 4. 1 薬局
     福島市野田町１－１３－５４ 常　勤:    4代表取締役　中村　敬 組織変更 現存
     (薬       4) 平25. 4. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1340143615  クオール薬局南沢又店〒960-8254 024-555-2866クオール　株式会社　直井　康悟 平25. 4. 1 薬局
     福島市南沢又字松北町２－１４－常　勤:    5代表取締役　中村　敬 組織変更 現存
     ５ (薬       5) 平25. 4. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1350143623  クオール薬局せのうえ〒960-0101 024-553-7218クオール　株式会社　浦山　弘道 平25. 4. 1 薬局
     店 福島市瀬上町字寺前１－１２ 常　勤:    2代表取締役　中村　敬 組織変更 現存
     (薬       2) 平25. 4. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1360143631  キュウキュウ堂薬局　〒960-8154 024-573-9934株式会社キュウキュウ佐藤　恵祐 平25. 9. 1 薬局
     南福島駅前店 福島市伏拝字台田２１ー２ 常　勤:    2堂薬局　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)髙澤　貢 平25. 9. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  1370143649  スマイル薬局　松川店〒960-1241 024-537-1231株式会社ファーマみら佐藤　雅規 平25.11. 1 薬局
     福島市松川町字天王原９４番 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:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1380143664  あおぞら薬局　競馬場〒960-8114 024-536-1626株式会社ＳＩＧ康房　直箟　晋一 平25.11.23 薬局
     前店 福島市松浪町２－３３ 常　勤:    4代表取締役　直箟　晋 移動 現存
     (薬       4)一 平25.11.23
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1390143672  みはる調剤薬局　おや〒960-8252 024-535-5501有限会社みはる調剤薬渡邉　和樹 平25.12. 1 薬局
     ま店 福島市御山字検田８３－４ 常　勤:    1局　代表取締役　濱田 新規 現存
     (薬       1)　雅博 平25.12. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1400143698  西中央薬局 〒960-8074 024-597-8115株式会社ベースファー志田　忠典 平26. 4. 1 薬局
     福島市西中央１丁目１２－２ 常　勤:    4マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       4)沼田　廣 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1410143706  カワチ薬局　福島南店〒960-8152 024-544-1951株式会社カワチ薬品　村上　健 平26. 6. 1 薬局
     福島市鳥谷野字宮畑５１ 常　勤:    1代表取締役　河内　伸 移動 現存
     (薬       1)二 平26. 6. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1420143714  あかつき薬局 〒960-0102 024-572-3206有限会社　ムラタ薬局村田　充 平26.11. 1 薬局
     福島市鎌田字一里塚５－１２ 常　勤:    1　代表取締役　村田　 新規 現存
     (薬       1)京子 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1430143722  そうごう薬局　福島駅〒960-8001 024-572-3981総合メディカル　株式関　伸幸 平26.11. 1 薬局
     前店 福島市天神町１番１号 常　勤:    2会社　代表取締役　坂 新規 現存
     (薬       2)本　賢治 平26.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  1440143730  クオール薬局福島黒岩〒960-8153 024-572-7838クオール株式会社　代大野　誉司 平27. 5. 1 薬局
     店 福島市黒岩字竹ノ内１０番地の１常　勤:    2表取締役　中村　敬 新規 現存
     (薬       2) 平27. 5. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1450143748  アイル薬局上野寺店 〒960-8076 024-573-6640株式会社　メディカル齋藤　陽子 平27. 9. 1 薬局
     福島市上野寺字西原１８－２ 常　勤:    1・エイド東北　代表取 新規 現存
     (薬       1)締役　久保田　樹佳 平27. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1460143755  あじさい薬局 〒960-8001 024-534-2317有限会社　あじさい薬齋藤　雅子 平28. 1. 1 薬局
     福島市天神町１２－１０ 常　勤:    2局　代表取締役　横山 移動 現存
     (薬       2)　智子 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1470143763  ウエルシア薬局　福島〒960-0102 024-552-6428ウエルシア薬局株式会立谷　進一 平28. 6. 1 薬局
     鎌田店 福島市鎌田字西５番地の１ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平28. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1480143789  ミマスヤ薬局 〒960-1241 024-567-2208安斎　高志 安斎　高志 平28.10. 3 薬局
     福島市松川町字本町１０４ 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平28.10. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1490143797  ウエルシア薬局　福島〒960-8044 024-526-0230ウエルシア薬局株式会黒坂　毅 平28.12. 1 薬局
     早稲店 福島市早稲町８番２２一番丁キャ常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     ッスル１Ｆ (薬       1)　秀晴 平28.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1500143805  カワチ薬局　笹谷店 〒960-0241 024-555-6020株式会社カワチ薬品　滝口　慶 平28.12. 1 薬局
     福島市笹谷字中谷地１１－１ 常　勤:    1代表取締役　河内　伸 新規 現存
     (薬       1)二 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1510143813  エール薬局　栄町店 〒960-8031 024-563-4346株式会社メディカル愛佐藤　功二 平29. 4. 1調剤 薬局
     福島市栄町１－３１ 常　勤:    1　代表取締役　藤田　 新規 現存
     (薬       1)愛里 平29. 4. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
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  1520143821  さくらんぼ薬局 〒960-8151 024-544-0175株式会社　ウィーズ　小野　史也 平29. 4. 1調剤 薬局
     福島市太平寺字児子塚３６ 常　勤:    1代表取締役　竹林　和 新規 現存
     (薬       1)人 平29. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1530143839  イオン薬局福島店 〒960-0194 024-558-8512イオンリテール株式会綱島　慶信 平29. 7. 1 薬局
     福島市南矢野目字西荒田５０番地常　勤:    2社　代表取締役　岡崎 新規 現存
     １７ (薬       2)　双一 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1540143847  アイル薬局南矢野目店〒960-0112 024-572-7378株式会社メディカル・加藤　洋一 平29. 7. 1 薬局
     福島市南矢野目字上戸ノ内６－６常　勤:    2エイド東北　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　久保田　樹佳 平29. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1550143854  ベース薬局　北町店 〒960-8102 024-573-7112株式会社ベースファー堀切　茂正 平29. 7. 1 薬局
     福島市北町３－３８ 常　勤:    3マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       3)沼田　廣 平29. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1560143862  そよかぜ薬局 〒960-8254 024-555-6481佐藤　晋作 佐藤　晋作 平29.11. 1 薬局
     福島市南沢又字上並松２３－２－常　勤:    1 新規 現存
     ２ (薬       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1570143870  薬局マツモトキヨシエ〒960-8031 024-521-2828株式会社マツモトキヨ安藤　正敏 平29.11. 4 薬局
     スパル福島店 福島市栄町１－１ 常　勤:    4シ東日本販売　代表取 移動 現存
     (薬       4)締役　高野　昌司 平29.11. 4
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1580143888  あおぞら薬局　舟場町〒960-8103 024-572-7493株式会社ＳＩＧ康房　吉田　尚弘 平29.12.20 薬局
     店 福島市舟場町１－１ 常　勤:    2代表取締役　直箟　晋 新規 現存
     (薬       2)一 平29.12.20
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  1590143896  コスモ調剤薬局　大町〒960-8041 024-573-6028株式会社コスモファー佐久間　利信 平30. 1. 1 薬局
     店 福島市大町８番１９号 常　勤:    2マ　代表取締役　藤田 移動 現存
     (薬       2)　愛里 平30. 1. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1600143912  上町調剤薬局 〒960-8101 024-572-5548株式会社メディラック齋藤　孝光 平30. 1. 1 薬局
     福島市上町２－１８ 常　勤:    1　代表取締役　吉田　 新規 現存
     (薬       1)弘 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1610143920  アイン薬局　福島店 〒960-8101 024-573-5721株式会社アインファー岩渕　保彦 平30. 1. 1 薬局
     福島市上町５番６号上町テラス１常　勤:    5マシーズ　代表取締役 新規 現存
     Ｆ (薬       5)　大石　美也 平30. 1. 1
     非常勤:   20
     (薬      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1620143938  ハート薬局 〒960-8003 024-573-8102有限会社あすか　取締小野　智江 平30. 5. 1 薬局
     福島市森合字蒲原１８－４７ 常　勤:    1役　中野　義照 新規 現存
     (薬       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1630143946  八丁目薬局 〒960-1241 024-563-4976株式会社愛彩　代表取西田　成美 平30. 5. 1 薬局
     福島市松川町字鼓ヶ岡３６－３ 常　勤:    1締役　大波　努 新規 現存
     (薬       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1640240049  井関薬局 〒965-0042 0242-22-0363有限会社井関薬品商会大越　芳子 昭32. 7. 1 薬局
     会津若松市大町２－７－６ 常　勤:    2　代表取締役　大越　 新規 現存
     (薬       2)芳子 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1650240353  関善吉薬局 〒965-0865 0242-27-0421関　孝一 関　富美子 昭54. 4. 1 薬局
     会津若松市川原町２－１３ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1660240445  有限会社江戸屋薬局 〒965-0861 0242-27-0534有限会社　江戸屋薬局中村　有孝 平 2. 3. 1 薬局
     会津若松市日新町２－１ 常　勤:    1　代表取締役　中村　 組織変更 現存
     (薬       1)有孝 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1670240502  サンチャンス薬局 〒965-0842 0242-29-6194有限会社ドラッグサン安部　恵 平 4.10. 1 薬局
     会津若松市門田町大字中野字村東常　勤:    2ちゃん　代表取締役　 新規 現存
     １６６－１ (薬       2)安部　三二朗 平28.10. 1
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  1680240643  あいあい薬局 〒965-0864 0242-29-6666株式会社　メディカル藤島　謙蔵 平 8. 5. 1 薬局
     会津若松市城西町５－５６ 常　勤:    4ピース　代表取締役　 新規 現存
     (薬       4)加藤　博信 平29. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1690240676  けやき薬局 〒965-0042 0242-29-5252株式会社会喜　代表取馬場　洋典 平 8.10. 1 薬局
     会津若松市大町１－１－１６ 常　勤:    5締役　馬場　洋典 新規 現存
     (薬       5) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1700240700  あいあい薬局門田日吉〒965-0841 0242-29-1666株式会社　メディカル加藤　博信 平 9. 6. 1 薬局
     店 会津若松市門田町大字日吉字丑渕常　勤:    3ピース　代表取締役　 新規 現存
     １１ー４４ (薬       3)加藤　博信 平30. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1710240742  すずらん薬局 〒965-0801 0242-38-2303有限会社　ラポート　橋本　智史 平 9.12. 1 薬局
     会津若松市宮町６－４ 常　勤:    2代表取締役　長谷川　 新規 現存
     (薬       2)博康 平27.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1720240775  ひのき薬局 〒965-0818 0242-38-2838株式会社　薬樹　代表岡本　直也 平10. 4. 1 薬局
     会津若松市東千石１ー２ー２９ 常　勤:    3取締役　馬場　洋典 新規 現存
     (薬       3) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1730240791  たんぽぽ薬局本町店 〒965-0862 0242-38-2565有限会社　ケアー　代川口　建 平10. 6. 1 薬局
     会津若松市本町１０ー８ 常　勤:    3表取締役　関口　徹 新規 現存
     (薬       3) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1740240817  蛯谷薬局 〒965-0803 0242-27-4737有限会社　　蛯谷薬局戸田　紀子 平10. 9. 1 薬局
     会津若松市城前１０ー６４ 常　勤:    2　代表取締役　蛯谷　 組織変更 現存
     (薬       2)ま里子 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1750240874  宝山堂薬局おうぎ町店〒965-0005 0242-33-9383有限会社アシスト　代水野　靖久 平11. 9.10 薬局
     会津若松市一箕町大字亀賀字村前常　勤:    1表取締役　水野靖久 新規 現存
     ３６－１ (薬       1) 平29. 9.10
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  1760240882  薬局ゼネファーム東栄〒965-0872 0242-38-3350有限会社ゼネラルファ菅野　珠子 平11. 9. 1 薬局
     町店 会津若松市東栄町６－７ 常　勤:    1ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　伏見勝彦 平29. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1770240916  アップル薬局 〒965-0802 0242-29-4193株式会社あさひ調剤　佐藤　宏 平11.11. 1 薬局
     会津若松市徒之町４－１８ 常　勤:    3代表取締役　酒井　雅 新規 現存
     (薬       3)人 平29.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1780240932  セブンス薬局　会津若〒965-0045 0242-39-6988有限会社ファーストセ髙原　早苗 平11.12. 1 薬局
     松店 会津若松市西七日町３－１３ 常　勤:    2ブン　代表取締役　星 新規 現存
     (薬       2)野　律子 平29.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1790240981  せき薬局 〒965-0877 0242-27-1277有限会社　関薬品商会関　孝一 平12. 4. 1 薬局
     会津若松市西栄町６－３１ 常　勤:    2　代表取締役　関孝一 組織変更 現存
     (薬       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1800240999  タカラ薬局 〒965-0044 0242-39-3175有限会社タカラ薬局　新井田　直子 平12. 4. 1 薬局
     会津若松市七日町１０－８ 常　勤:    1代表取締役　新井田務 移動 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1810241005  せくら薬局 〒965-0037 0242-39-3123有限会社せくら　代表瀬倉　清彦 平12. 4. 1 薬局
     会津若松市中央２－１－２８ 常　勤:    1取締役　瀬倉清彦 新規 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1820241021  あいあい薬局　城北店〒965-0043 0242-37-7701株式会社　メディカル松本　周一 平12.10. 2 薬局
     会津若松市城北町２８２ 常　勤:    2ピース　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)加藤　博信 平24.10. 2
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1830241039  天薬局 〒965-0832 0242-38-1801有限会社　山商　代表島津　芳輝 平13. 1. 4 薬局
     会津若松市天神町３１－４ 常　勤:    3取締役　小澤　佳嗣 新規 現存
     (薬       3) 平25. 1. 4
     非常勤:    3
     (薬       3)
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  1840241047  あいセンター薬局 〒965-0876 0242-38-2188株式会社　あい　代表下山田　博久 平13. 1. 9 薬局
     会津若松市山鹿町４－１３ 常　勤:    4取締役　大野　雅志 移動 現存
     (薬       4) 平25. 1. 9
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1850241054  かぼちゃ薬局飯寺店 〒965-0846 0242-29-1214松下　敦 松下　敦 平13. 5. 1 薬局
     会津若松市門田町大字飯寺字村東常　勤:    1 交代 現存
     ６１６－２５ (薬       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1860241062  みずき薬局 〒965-0005 0242-37-3088株式会社　薬樹　代表田中　政俊 平13. 5. 1 薬局
     会津若松市一箕町大字亀賀字藤原常　勤:    3取締役　馬場　洋典 新規 現存
     ４１６－２ (薬       3) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1870241070  会雄薬局 〒965-0033 0242-22-6878有限会社栗田　代表取栗田　敏雄 平13.12. 1 薬局
     会津若松市行仁町２－１５ 常　勤:    1締役　栗田敏雄 移動 現存
     (薬       1) 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1880241096  こくぶ薬局大町店 〒965-0042 0242-33-1193株式会社　あさひ調剤 泉　駿吾 平14. 4. 1 薬局
     会津若松市大町１－４－４０ 常　勤:    1　代表取締役　酒井　 新規 現存
     (薬       1)雅人 平26. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1890241104  葵調剤薬局　アピオ店〒965-0059 0242-37-1193株式会社　葵調剤　代山本　続 平14. 7. 1 薬局
     会津若松市インター西７４－２ 常　勤:    1表取締役　生駒　忠史 新規 現存
     (薬       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1900241112  ダイアン薬局 〒965-0024 0242-39-0311有限会社大安　代表取小澤　政民 平14.11. 1 薬局
     会津若松市白虎町１９０－２ 常　勤:    1締役　小澤　政民 交代 現存
     (薬       1) 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  1910241179  コスモ調剤薬局　材木〒965-0853 0242-36-5182株式会社　コスモファ鈴木　泰典 平15. 4. 1 薬局
     町店 会津若松市材木町２－４－２ 常　勤:    1ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     (薬       1)田　愛里 平27. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1920241195  こくぶ薬局　山鹿店 〒965-0876 0242-38-3093株式会社　あさひ調剤荒木　宏明 平15. 6. 2 薬局
     会津若松市山鹿町４－２０ 常　勤:    2　代表取締役　酒井　 新規 現存
     (薬       2)雅人 平27. 6. 2
     非常勤:   37
     (薬      37)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1930241203  コスモ調剤薬局　米代〒965-0875 0242-38-3850株式会社　コスモファ星　ゆかり 平15. 9. 1 薬局
     店 会津若松市米代１－６－２９ 常　勤:    2ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     (薬       2)田　愛里 平27. 9. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1940241229  たかせ薬局 〒965-0058 0242-37-1611有限会社　アシスト　小林　一夫 平16. 4. 1 薬局
     会津若松市町北町大字中沢字新田常　勤:    1代表取締役　水野　靖 新規 現存
     ２７－１ (薬       1)久 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1950241260  真宮薬局 〒965-0102 0242-59-1022有限会社　ラポート　猪股　美樹 平 9.10. 1 薬局
     会津若松市真宮新町北１－１１－常　勤:    3代表取締役　長谷川　 新規 現存
     ４ (薬       3)博康 平24.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1960241278  たんぽぽ薬局 〒969-6188 0242-57-1170有限会社　ケアー　代関口　徹 平10. 6. 1 薬局
     会津若松市北会津町東小松字北古常　勤:    2表取締役　関口　徹 新規 現存
     川５１ー１ (薬       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1970241286  きたあいづ薬局 〒969-6188 0242-57-1688有限会社　ウエーブ　児島　知敬 平12.10. 1 薬局
     会津若松市北会津町東小松字南古常　勤:    5代表取締役　白井　誠 新規 現存
     川２６－１ (薬       5) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  1980241302  コスモ調剤薬局会津店〒965-0862 0242-38-3870株式会社コスモファー若沢　武 平17. 5. 6 薬局
     会津若松市本町１－２ 常　勤:    3マ　代表取締役　藤田 新規 現存
     (薬       3)　愛里 平29. 9. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1990241310  まちの薬局　扇町店 〒965-0025 0242-37-1766有限会社マッチ　代表町野　美奈子 平17. 9. 1 薬局
     会津若松市扇町３１ 常　勤:    2取締役　町野　紳 新規 現存
     (薬       2) 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2000241328  コスモ調剤薬局　門田〒965-0841 0242-36-5830株式会社　コスモファ瀬倉　千代 平18. 3. 1 薬局
     西店 会津若松市門田町日吉字丑渕１６常　勤:    1ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     (薬       1)田　愛里 平30. 3. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2010241336  くすのき薬局 〒965-0866 0242-38-3878株式会社　薬樹　代表川瀬　肇 平18. 4. 1 薬局
     会津若松市新横町１－２３ 常　勤:    2取締役　馬場　洋典 新規 現存
     (薬       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2020241351  コスモ調剤薬局　西栄〒965-0877 0242-36-6039株式会社コスモファー森川　葉子 平18. 5. 1 薬局
     町店 会津若松市西栄町１０－１０ 常　勤:    1マ　代表取締役　藤田 新規 現存
     (薬       1)　愛里 平30. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2030241377  あい山鹿薬局 〒965-0876 0242-26-1411株式会社あい　代表取大野　雅志 平19. 4. 2 薬局
     会津若松市山鹿町４－２５ 常　勤:    1締役　大野　雅志 交代 現存
     (薬       1) 平25. 4. 2
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2040241393  オレンジ薬局きもと 〒965-0038 0242-93-6301株式会社ＩＺＵＭＩ　木本　有紀 平20. 8. 1 薬局
     会津若松市昭和町２－２１ 常　勤:    1代表取締役　木本　有 新規 現存
     (薬       1)紀 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2050241401  調剤薬局ツルハドラッ〒965-0863 0242-38-3310株式会社　ツルハ　代安部　拓朗 平21. 7. 1 薬局
     グ会津湯川店 会津若松市湯川町１－５８ 常　勤:    5表取締役社長　鶴羽　 新規 現存
     (薬       5)順 平27. 7. 1
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  2060241419  カワチ薬局　花春店 〒965-0804 0242-38-3352株式会社カワチ薬品　粟野　大介 平21.10. 1 薬局
     会津若松市花春町５－１ 常　勤:    2代表取締役　河内　伸 新規 現存
     (薬       2)二 平27.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2070241443  こくぶ調剤薬局　中町〒965-0878 0242-85-6329株式会社　こくぶん　田代　恭一 平22. 4. 1 薬局
     店 会津若松市中町２－８５ 常　勤:    1代表取締役　櫻井　良 新規 現存
     (薬       1)之 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2080241450  さくら薬局　会津若松〒965-0863 0242-29-8755クラフト株式会社　代村田　信幸 平22. 4. 1 薬局
     店 会津若松市湯川町１－６２ 常　勤:    6表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     (薬       6) 平28. 4. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2090241468  さくら薬局　湯川町店〒965-0863 0242-38-2922クラフト株式会社　代高田　佳樹 平22. 4. 1 薬局
     会津若松市湯川町１－５８ 常　勤:    1表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2100241476  すみよし薬局 〒965-0849 0242-85-7450株式会社　ひし　代表島津　秀行 平22. 8. 2 薬局
     会津若松市幕内南町２番１５号 常　勤:    1取締役　島津　秀行 新規 現存
     (薬       1) 平28. 8. 2
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2110241484  エール薬局　千石店 〒965-0818 0242-36-6011株式会社　メディカル猪俣　国康 平22.10. 1 薬局
     会津若松市東千石１－４－３ 常　勤:    3愛　代表取締役　藤田 新規 現存
     (薬       3)　愛里 平28.10. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2120241492  ありす薬局 〒965-0863 0242-38-2588株式会社　あさひ調剤種村　幸紀 平22.11. 1 薬局
     会津若松市湯川町１－５４ 常　勤:    5　代表取締役　酒井　 移動 現存
     (薬       5)雅人 平28.11. 1
     非常勤:   33
     (薬      33)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  2130241500  城東調剤薬局 〒965-0807 0242-28-8008有限会社　山商　代表浅賀　直樹 平23. 6. 1 薬局
     会津若松市城東町６－１９ 常　勤:    2取締役　小澤　佳嗣 新規 現存
     (薬       2) 平29. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2140241526  エール薬局　門田店 〒965-0823 0242-38-3056株式会社　メディカル澤井　元 平24. 1. 1 薬局
     会津若松市建福寺前９－１８ 常　勤:    1愛　代表取締役　藤田 新規 現存
     (薬       1)　愛里 平30. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2150241534  調剤薬局ゼネファーム〒965-0835 0242-85-8568有限会社　ゼネラルフ大木　浩子 平24. 2. 1 薬局
     　館馬店 会津若松市館馬町１－７ 常　勤:    1ァーマシー　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　伏見　勝彦 平30. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2160241542  なぬかまち薬局 〒965-0042 0242-85-8328株式会社　ドア　代表花積　覚 平24. 4. 1 薬局
     会津若松市大町１－２－１９ 常　勤:    1取締役　堀江　良治 新規 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2170241559  くすのき薬局　西若松〒965-0853 0242-36-5188株式会社　薬樹　代表飯塚　貴之 平24. 9. 1 薬局
     店 会津若松市材木町１－４－３ 常　勤:    3取締役　馬場　洋典 新規 現存
     (薬       3) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2180241567  クオール薬局　西若松〒965-0853 0242-36-6589クオール株式会社　代熊田　翔 平24. 9. 1 薬局
     店 会津若松市材木町１－１０－１６常　勤:    2表取締役　中村　敬 新規 現存
     (薬       2) 平24. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2190241583  千石調剤薬局 〒965-0817 0242-23-8336有限会社　山商　代表佐藤　元 平25. 3. 1 薬局
     会津若松市千石町９－２３ 常　勤:    1取締役　小澤　佳嗣 新規 現存
     (薬       1) 平25. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2200241591  あど薬局 〒965-0041 0242-32-6688鈴木　市子 鈴木　市子 平25. 5. 6 薬局
     会津若松市駅前町８－２２ 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平25. 5. 6
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  2210241609  ハート調剤薬局　会津〒969-3482 0242-85-8186株式会社コム・メディ坂内　正仁 平25. 5. 1 薬局
     店 会津若松市河東町谷沢字十文字７常　勤:    4カル　代表取締役　佐 新規 現存
     ４－２ (薬       4)々木一嘉 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2220241617  エール薬局　十文字店〒969-3482 0242-23-7162株式会社メディカル愛渡部　武一 平25. 5. 1 薬局
     会津若松市河東町谷沢字十文字４常　勤:    1　代表取締役　藤田　 新規 現存
     ０番２ (薬       1)愛里 平25. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2230241625  エール薬局　河東店 〒969-3481 0242-23-7526株式会社メディカル愛遠藤　俊秀 平25. 5. 1 薬局
     会津若松市河東町郡山字村西１５常　勤:    3　代表取締役　藤田　 新規 現存
     番３ (薬       3)愛里 平25. 5. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2240241641  つるが薬局 〒965-0006 0242-23-9119株式会社医健　代表取瀧瀬　大貴 平25.11. 1 薬局
     会津若松市一箕町大字鶴賀字堤２常　勤:    5締役　櫻井　良之 新規 現存
     －６７ (薬       5) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2250241658  あい東栄町薬局 〒965-0872 0242-85-8111株式会社あい　代表取遠藤　佳奈 平25.11. 1 薬局
     会津若松市東栄町５番３４号 常　勤:    2締役　大野　雅志 新規 現存
     (薬       2) 平25.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2260241666  ひろ薬局 〒965-0841 0242-36-5582株式会社ひろわ　代表佐藤　博史 平25.10. 1 薬局
     会津若松市門田町大字日吉字笊籬常　勤:    1取締役　佐藤　博史 組織変更 現存
     田２７番地の２ (薬       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2270241674  あさひ薬局 〒965-0842 0242-29-8288株式会社あさひ薬局　鵜川　哲男 平25.12. 1 薬局
     会津若松市門田町大字中野字大道常　勤:    1代表取締役　長谷川　 組織変更 現存
     西４２番地４ (薬       1)史 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2280241682  こくぶ薬局　本店 〒965-0011 0242-32-1193株式会社あさひ調剤　三橋　美保 平26. 1. 1 薬局
     会津若松市鶴賀町１番４号 常　勤:    5代表取締役　酒井　雅 移動 現存
     (薬       5)人 平26. 1. 1
     非常勤:   35
     (薬      35)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  2290241690  こくぶ薬局　鶴賀店 〒965-0006 0242-32-2700株式会社　あさひ調剤矢野　園子 平26. 9. 1 薬局
     会津若松市一箕町大字鶴賀字堤２常　勤:    3　代表取締役　酒井　 移動 現存
     番７０ (薬       3)雅人 平26. 9. 1
     非常勤:   37
     (薬      37)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2300241708  いぶき薬局 〒965-0006 0242-37-1380株式会社　薬樹　代表関　陽介 平27. 8. 1調剤 薬局
     会津若松市一箕町大字鶴賀字下居常　勤:    3取締役　馬場　洋典 新規 現存
     合６０－５ (薬       3) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2310241724  アイン薬局　会津若松〒965-0005 0242-23-9538株式会社アインファー楠田　浩二 平27.11. 1調剤 薬局
     店 会津若松市一箕町亀賀字北柳原２常　勤:    4マシーズ　代表取締役 組織変更 現存
     ７－１ (薬       4)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2320241732  さくら薬局　会津山鹿〒965-0876 0242-93-5370クラフト株式会社　代徳重　厚嘉 平27.12. 1 薬局
     店 会津若松市山鹿町４番８号 常　勤:    1表取締役　大塚　吉史 新規 現存
     (薬       1) 平27.12. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2330241740  ブリッジ調剤薬局鶴賀〒965-0006 0242-23-7250株式会社ブリッジ　代佐竹　明子 平28. 4. 1 薬局
     店 会津若松市一箕町大字鶴賀字堤２常　勤:    1表取締役　藤田　愛里 新規 現存
     番地の６８ (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2340241757  ファーマライズ薬局　〒965-0016 0242-39-3591ファーマライズ株式会斎藤　由佳 平28. 6. 1 薬局
     飯盛店 会津若松市中島町６－１ 常　勤:    2社　代表取締役　田仲 交代 現存
     (薬       2)　義弘 平28. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2350241765  トリム薬局　山鹿店 〒965-0862 0242-38-3200ファーマライズ株式会西郷　竹次 平28. 6. 1 薬局
     会津若松市本町１番３５号 常　勤:    1社　代表取締役　田仲 交代 現存
     (薬       1)　義弘 平28. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  2360241773  会津調剤薬局 〒965-0024 0242-36-7672有限会社　山商　代表新保　寿人 平29.10. 1 薬局
     会津若松市白虎町１５２－２ 常　勤:    2取締役　小澤　佳嗣 新規 現存
     (薬       2) 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2370340294  有限会社　吉田薬局 〒963-8871 024-922-0638有限会社　吉田薬局　吉田　好江 昭42. 7.28 薬局
     郡山市本町１ー６ー６ 常　勤:    1代表取締役　吉田　好 交代 現存
     (薬       1)江 平24. 7.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2380340310  明治堂薬局 〒963-8833 024-923-5800影山　勝三 影山　勝三 昭44. 6. 1 薬局
     郡山市香久池２－１０－８ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2390340377  小松屋薬局 〒963-8876 024-932-3390高橋　武彦 高橋　武彦 昭49. 6. 1 薬局
     郡山市麓山１－１２－９ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2400340526  朝日薬局 〒963-8877 024-923-0156朝日薬品（株）　代表阿部　福子 昭55. 2. 1 薬局
     郡山市堂前町１８－１０ 常　勤:    2取締役　大内　貢 新規 現存
     (薬       2) 平28. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2410340773  夏井薬局 〒963-8001 024-922-1965夏井　督子 夏井　督子 平 2.12. 1 薬局
     郡山市大町１－１２－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2420340815  調剤薬局　ミッテル大〒963-0201 0249-61-7600株式会社　ミッテル　畑　雅史 平 4. 9. 1 薬局
     槻店 郡山市大槻町字広町２８－４ 常　勤:    4代表取締役　高橋　正 新規 現存
     (薬       4)晃 平28. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2430340831  いずみ調剤薬局 〒963-8024 0249-25-5174有限会社　ウェルネス吉田　文弘 平 4.11. 1 薬局
     郡山市朝日２－１９－１４ 常　勤:    4　代表取締役　本間　 新規 現存
     (薬       4)光雄 平28.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  2440340872  調剤薬局　サン・メリ〒963-0201 024-961-8511有限会社　高取　代表淀　和子 平 5. 7. 1 薬局
     ー 郡山市大槻町字二本木２０－１７常　勤:    3取締役　高取　宣夫 新規 現存
     (薬       3) 平29. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2450340922  健康堂薬局 〒963-1302 024-984-1021和田　保典 和田　保典 平 6. 2. 1 薬局
     郡山市熱海町高玉字樋口１６９ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2460340963  薬局サン・メリー中野〒963-0206 0249-61-6550有限会社　髙取　代表菅野　政吉 平 7. 2. 1 薬局
     店 郡山市中野１－６ 常　勤:    1取締役　髙取　宣夫 新規 現存
     (薬       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2470340989  あさい調剤薬局 〒963-8034 0249-21-1134有限会社　あさい調剤園部　稔 平 7. 3. 1 薬局
     郡山市島１－１８－１８ 常　勤:    3薬局　代表取締役　浅 新規 現存
     (薬       3)井　則子 平28. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2480341011  安増薬局 〒963-8811 0249-44-3137安増　久 安増　久 平 7. 5. 1 薬局
     郡山市方八町１－２－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2490341052  調剤薬局ミッテル富田〒963-8042 0249-31-5655株式会社　ミッテル　大河原　明美 平 7. 6. 1 薬局
     店 郡山市不動前１－４０ 常　勤:    5代表取締役　高橋　正 新規 現存
     (薬       5)晃 平28. 6. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2500341128  ホクト薬局 〒963-8052 024-935-5505有限会社北斗　代表取田中　康博 平 8. 6.14 薬局
     郡山市八山田５－７７ 常　勤:    1締役　田中　康博 組織変更 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2510341169  あさい調剤薬局桑野店〒963-8034 024-931-2134有限会社あさい調剤薬菅野　由美子 平 9. 2. 1 薬局
     郡山市島２－２２－１ 常　勤:    4局　代表取締役　浅井 新規 現存
     (薬       4)　則子 平30. 2. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
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  2520341177  赤木調剤薬局 〒963-8006 024-923-6162鈴木　好弘 鈴木　好弘 平 9. 3. 1 薬局
     郡山市赤木町１３－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2530341193  ひかり薬局桑野 〒963-8034 024-921-3838株式会社オオノ　代表永島　一明 平 9. 4. 1 薬局
     郡山市島２－１１－１７ 常　勤:    7取締役　塩田　亨 新規 現存
     (薬       7) 平30. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2540341219  ハーブ調剤薬局 〒963-8051 0249-91-6050有限会社宝沢調剤薬局関口　順之 平 9. 6. 1 薬局
     郡山市富久山町八山田字大森新田常　勤:    2　代表取締役　関口　 新規 現存
     ３５ー４ (薬       2)順之 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2550341284  しずかまち薬局 〒963-0203 0249-66-3226有限会社　メディファ松永　安弘 平 9.12. 1 薬局
     郡山市静町６５－６ 常　勤:    1ル　代表取締役　瀬戸 新規 現存
     (薬       1)　裕一 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2560341326  調剤薬局ミッテル桑野〒963-8025 0249-39-0511株式会社　ミッテル　金澤　忠 平10. 7. 1 薬局
     店 郡山市桑野１ー２５ー７ 常　勤:    3代表取締役高橋正晃 新規 現存
     (薬       3) 平28. 7. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2570341334  郡山調剤薬局中町店 〒963-8004 024-936-2225有限会社　大栄薬品　櫻井　秀之 平10. 8. 1 薬局
     郡山市中町１４－１９ 常　勤:    1代表取締役安藤尚広 新規 現存
     (薬       1) 平28. 8. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2580341342  あさひ調剤薬局 〒963-8024 024-931-0120有限会社　ウェルネス三浦　邦江 平10. 9. 1 薬局
     郡山市朝日２－２２－１８ 常　勤:    4　代表取締役　本間　 新規 現存
     (薬       4)光雄 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  2590341391  アイランド薬局大町店〒963-8001 0249-25-1189アポロメディカルホー菊地　良輔 平10.11. 1 薬局
     郡山市大町２－２－１４ 常　勤:    4ルディングス株式会社 新規 現存
     (薬       4)　代表取締役　我妻　 平28.11. 1
     非常勤:   17照男
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2600341417  コスモ調剤薬局熱海店〒963-1304 024-984-5700株式会社　コスモファ小林　一夫 平11. 3. 1 薬局
     郡山市熱海町熱海５－２１２ 常　勤:    2ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     (薬       2)田　愛里 平29. 3. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2610341441  阿部調剤薬局 〒963-1309 024-984-6800株式会社阿部薬局　代阿部　崇 平11. 5. 1 薬局
     郡山市熱海町熱海５－１９９－６常　勤:    4表取締役　阿部　崇 組織変更 現存
     (薬       4) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2620341458  フジ薬局山根店 〒963-8832 024-938-4811株式会社メディカ　代佐藤　義則 平11.10. 1 薬局
     郡山市山根町１２－２６ 常　勤:    1表取締役　平井　浩二 新規 現存
     (薬       1) 平29.10. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2630341474  みずき調剤薬局　日和〒963-0534 024-968-2066有限会社　みずき　代入部　浩二 平11.11. 1 薬局
     田店 郡山市日和田町字大山田１５ 常　勤:    3表取締役　大高　徳夫 新規 現存
     (薬       3) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2640341508  調剤薬局レミーロ 〒963-0209 024-962-4850有限会社メディファイ大内　利行 平12. 4. 7 薬局
     郡山市御前南１丁目４６ 常　勤:    1ン　代表取締役　高橋 新規 現存
     (薬       1)純一 平30. 4. 7
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2650341557  山口薬局荒井中央店 〒963-0111 024-937-5210山口薬品株式会社　代長南　伸 平12.12. 1 薬局
     郡山市安積町荒井字太夫場加５４常　勤:    1表取締役　山口　仁 新規 現存
     (薬       1) 平24.12. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  2660341599  コスモ調剤薬局　喜久〒963-0541 024-963-0077株式会社　コスモファ寺島　龍次 平13. 4. 1 薬局
     田店 郡山市喜久田町堀之内字南椚内４常　勤:    3ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     －１７ (薬       3)田　愛里 平25. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2670341623  山口調剤薬局　大町店〒963-8001 024-939-2929山口薬品株式会社　代村上　智恵子 平13.10. 1 薬局
     郡山市大町２－１５－２ 常　勤:    3表取締役　山口　仁 交代 現存
     (薬       3) 平25.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2680341649  コスモ調剤薬局　緑ヶ〒963-0702 024-941-3100株式会社　コスモファ佐藤　由紀子 平13.12. 1 薬局
     丘店 郡山市緑ケ丘東３－１－９ 常　勤:    3ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     (薬       3)田　愛里 平25.12. 1
     非常勤:   18
     (薬      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2690341656  かめだ調剤薬局 〒963-8041 024-921-5171鈴木　好弘 鈴木　明美 平14. 1. 1 薬局
     郡山市富田町下亀田１－４１ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2700341664  フジ薬局八山田店 〒963-8051 024-990-0388株式会社　メディカ　大和田　康弘 平14. 5. 1 薬局
     郡山市富久山町八山田字追越１２常　勤:    3代表取締役　平井　浩 新規 現存
     －９ (薬       3)二 平26. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2710341672  郡山調剤薬局　虎丸店〒963-8014 024-927-8011有限会社　大栄薬品　北田　由美子 平14. 5. 1 薬局
     郡山市虎丸町１－５ 常　勤:    1代表取締役　安藤　尚 新規 現存
     (薬       1)広 平26. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2720341680  クオール薬局　おおつ〒963-0201 024-990-1689クオール株式会社　代原田　繁 平14. 6. 1 薬局
     き店 郡山市大槻町字天正坦２４－９ 常　勤:    2表取締役　中村　敬 新規 現存
     (薬       2) 平26. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  2730341714  フォレスト調剤薬局 〒963-8047 024-927-8110有限会社ヴィレッジ　関谷　喜男 平14.12. 1 薬局
     郡山市富田東三丁目１０６番地 常　勤:    2代表取締役　伊藤　順 新規 現存
     (薬       2)子 平26.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2740341748  フジ薬局横塚店 〒963-8803 024-941-1620株式会社　メディカ　氏家　弘敬 平15. 7. 1 薬局
     郡山市横塚２－１５－４ 常　勤:    2代表取締役　平井　浩 新規 現存
     (薬       2)二 平27. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2750341763  秋桜薬局 〒963-0209 024-962-2711有限会社　秋桜　代表本田　喜己江 平15.10. 1 薬局
     郡山市御前南五丁目１５４ 常　勤:    5取締役　鈴木　弘子 新規 現存
     (薬       5) 平27.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2760341771  あさかのもり薬局 〒963-0112 024-946-4976山田　善之進 山田　善之進 平15.10. 1 薬局
     郡山市安積町成田字漆山５０ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平27.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2770341797  クオール薬局　郡山店〒963-8052 024-991-0789クオール株式会社　代黒田　和宏 平15.11. 1 薬局
     郡山市八山田７－１０７ 常　勤:    5表取締役　中村　敬 新規 現存
     (薬       5) 平27.11. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2780341813  スマイル調剤薬局　富〒963-8071 024-939-7288有限会社エイジー　代高橋　淳 平15.12. 1 薬局
     久山店 郡山市富久山町久保田字久保田２常　勤:    4表取締役　鳩山　栄志 交代 現存
     ０３ (薬       4) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2790341821  アイランド薬局　西ノ〒963-8022 024-939-1189アポロメディカルホー川又　英仁 平15.12. 1 薬局
     内店 郡山市西ノ内２－８－３ 常　勤:    4ルディングス株式会社 新規 現存
     (薬       4)　代表取締役　我妻　 平27.12. 1
     非常勤:   27照男
     (薬      27)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  2800341839  柴宮調剤薬局 〒963-8846 024-937-2790株式会社　葵調剤　代伊藤　勇人 平16. 3. 1 薬局
     郡山市久留米６－１６３－１ 常　勤:    2表取締役　生駒　忠史 新規 現存
     (薬       2) 平28. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2810341854  みなみ薬局壱番店 〒963-8071 024-925-4193有限会社　西川薬局　平野　晋久 平16. 4. 5 薬局
     郡山市富久山町久保田字伊賀河原常　勤:    7取締役　大塚　吉史 移動 現存
     ４ (薬       7) 平28. 4. 5
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2820341862  クオール薬局　郡山２〒963-8052 024-927-6889クオール株式会社　代堀口　陽 平16. 4. 1 薬局
     号店 郡山市八山田７－１６１－Ｂ１Ｆ常　勤:    8表取締役　中村　敬 新規 現存
     (薬       8) 平28. 4. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2830341870  クオール薬局　郡山３〒963-8052 024-927-6589クオール株式会社　代高畑　由紀子 平16. 4. 1 薬局
     号店 郡山市八山田７－１６１－１Ｆ 常　勤:   10表取締役　中村　敬 新規 現存
     (薬      10) 平28. 4. 1
     非常勤:   25
     (薬      25)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2840341888  ひかり薬局　香久池 〒963-8833 024-935-9010株式会社オオノ　代表大谷　さとみ 平16.10. 1 薬局
     郡山市香久池２－１１－７ 常　勤:    2取締役　塩田　亨 新規 現存
     (薬       2) 平28.10. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2850341896  アイランド薬局　横塚〒963-8803 024-942-1189アポロメディカルホー佐藤　拓也 平16.10. 1 薬局
     店 郡山市横塚２－１５－６ 常　勤:    5ルディングス株式会社 新規 現存
     (薬       5)　代表取締役　我妻　 平28.10. 1
     非常勤:   18照男
     (薬      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2860341912  さくらんぼ調剤薬局 〒963-8835 024-941-4128有限会社　さくらんぼ玉村　利明 平16.10. 5 薬局
     郡山市小原田４－１２－２５ 常　勤:    2薬局　代表取締役　玉 新規 現存
     (薬       2)村　利明 平28.10. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  2870341920  コスモ調剤薬局　菜根〒963-8862 024-927-7623株式会社　コスモファ永山　早苗 平16.10. 1 薬局
     店 郡山市菜根１－１５－２ 常　勤:    2ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     (薬       2)田　愛里 平28.10. 1
     非常勤:   22
     (薬      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2880341946  清水台薬局 〒963-8001 024-924-1300株式会社　コスモファ渡邉　由美 平16.12. 1 薬局
     郡山市大町１－３－１８ 常　勤:    1ーマ　代表取締役　藤 移動 現存
     (薬       1)田　愛里 平28.12. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2890341953  ひまわり調剤薬局 〒963-0209 024-966-3431アポロメディカルホー千葉　浩史 平17. 1. 1 薬局
     郡山市御前南六丁目１５ 常　勤:    4ルディングス株式会社 交代 現存
     (薬       4)　代表取締役　我妻　 平29. 1. 1
     非常勤:   14照男
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2900341961  調剤薬局オリーブ 〒963-0209 024-962-4861有限会社メディファイ武田　美和 平17. 4. 1 薬局
     郡山市御前南一丁目４ 常　勤:    2ン　代表取締役　高橋 新規 現存
     (薬       2)　純一 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2910341979  しらゆり調剤薬局 〒963-0209 024-962-7641有限会社日東　代表取大橋　まみ 平17. 4. 1 薬局
     郡山市御前南一丁目１１ 常　勤:    3締役　松原　伸裕 新規 現存
     (薬       3) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2920341995  調剤薬局ツルハドラッ〒963-8047 024-991-8826株式会社　ツルハ　代宗田　史江 平17. 5. 1 薬局
     グ八山田店 郡山市富田東三丁目２２番地 常　勤:    1表取締役社長　鶴羽　 新規 現存
     (薬       1)順 平29. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2930342027  コスモ調剤薬局　大槻〒963-0209 024-962-0380株式会社コスモファー鈴木　秀明 平17. 8. 1 薬局
     店 郡山市御前南三丁目１９９ 常　勤:    1マ　代表取締役　藤田 新規 現存
     (薬       1)　愛里 平29. 9. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  2940342035  コスモ調剤薬局　島店〒963-8034 024-991-9350株式会社コスモファー吉田　知弘 平17. 9. 1 薬局
     郡山市島２－９９－５ 常　勤:    1マ　代表取締役　藤田 新規 現存
     (薬       1)　愛里 平29. 9. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2950342068  調剤薬局オリーブ鶴見〒963-8861 024-991-0965有限会社メディファイ梅沢　伸子 平17.12. 2 薬局
     坦店 郡山市鶴見坦１－６－１１ 常　勤:    2ン　代表取締役　高橋 新規 現存
     (薬       2)　純一 平29.12. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2960342092  フジ薬局鶴見坦店 〒963-8861 024-990-3380株式会社　メディカ　橋本　惠子 平18. 2. 1 薬局
     郡山市鶴見坦２－９－１９ 常　勤:    1代表取締役　平井　浩 新規 現存
     (薬       1)二 平30. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2970342100  ファーコス薬局　メロ〒963-0551 024-927-5455株式会社　ファーコス関本　洋 平18. 2. 1 薬局
     ディー 郡山市喜久田町字四十坦８－６８常　勤:    3　代表取締役　島田　 新規 現存
     (薬       3)光明 平30. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2980342126  げんじろう調剤薬局　〒963-0551 024-991-0016株式会社コスモファー金田　尚武 平18. 5. 1 薬局
     八山田店 郡山市喜久田町字四十坦８－９７常　勤:    1マ　代表取締役　藤田 交代 現存
     (薬       1)　愛里 平30. 5. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2990342134  げんじろう調剤薬局　〒963-8875 024-991-0696株式会社　コスモファ圓谷　恵美子 平18. 5. 1 薬局
     池ノ台店 郡山市池ノ台７－２４コーセーレ常　勤:    1ーマ　代表取締役　藤 交代 現存
     ジデンス１０３号 (薬       1)田　愛里 平30. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3000342142  スマイル調剤薬局　コ〒963-0207 024-951-8117有限会社　エイジー　鳩山　栄志 平18. 8. 1 薬局
     スモス通り店 郡山市鳴神３－７０　コスモスビ常　勤:    2代表取締役　鳩山栄治 新規 現存
     ル１０３ (薬       2) 平24. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  3010342159  コスモ調剤薬局　大槻〒963-0201 024-962-7472株式会社　コスモファ岡部　幸浩 平18. 9. 1 薬局
     西店 郡山市大槻町字三角田５８－１ 常　勤:    3ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     (薬       3)田　愛里 平24. 9. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3020342167  富田の杜薬局 〒963-8041 024-962-7644株式会社　メディカル野村　英範 平18.10. 2 薬局
     郡山市富田町字鍛冶田１０－１ 常　勤:    6サポート　代表取締役 新規 現存
     (薬       6)　鈴木　克宜 平24.10. 2
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3030342175  調剤薬局ミッテル開成〒963-8851 024-935-7336株式会社　ミッテル　菅原　秀樹 平18.10. 1 薬局
     店 郡山市開成６－１９２－１ 常　勤:    5代表取締役　高橋　正 新規 現存
     (薬       5)晃 平24.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3040342183  薬局サン・メリー安積〒963-0107 024-937-2311有限会社　髙取　代表加藤　聡 平18.10.10 薬局
     店 郡山市安積３ー２９９ 常　勤:    3取締役　髙取　宣夫 移動 現存
     (薬       3) 平24.10.10
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3050342191  コスモ調剤薬局　横塚〒963-8803 024-941-0321株式会社　コスモファ菊地　千佳子 平18.11. 1 薬局
     店 郡山市横塚６－６５－３ 常　勤:    2ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     (薬       2)田　愛里 平24.11. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3060342209  あい調剤薬局　大槻店〒963-0201 024-962-9766トミタ医療株式会社　三浦　正博 平18.12. 4 薬局
     郡山市御前南６丁目１２３ 常　勤:    1代表取締役　　冨田　 新規 現存
     (薬       1)浩久 平24.12. 4
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3070342233  ボンジュール薬局 〒963-8071 024-932-1193有限会社　西川薬局　飯田　淑子 平19. 6. 1 薬局
     郡山市富久山町久保田字伊賀河原常　勤:    1取締役　大塚　吉史 新規 現存
     １３－２ (薬       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［福島県］

［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    42 頁

  3080342266  コスモ調剤薬局　美術〒963-8803 024-941-3212株式会社　コスモファ深谷　直美 平19. 9. 1 薬局
     館通り店 郡山市横塚２－２０－５ 常　勤:    2ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     (薬       2)田　愛里 平25. 9. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3090342324  おしどり薬局　鶴見坦〒963-8861 024-954-3718株式会社　コスディッ四家　達弘 平20. 8. 1 薬局
     店 郡山市鶴見坦１－９－１０ 常　勤:    1ク　代表取締役　四家 新規 現存
     (薬       1)　達弘 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3100342332  アイランド薬局　八山〒963-8052 024-925-1089アポロメディカルホー熊谷　拓朗 平20. 9. 1 薬局
     田店 郡山市八山田７－２８ 常　勤:    6ルディングス株式会社 新規 現存
     (薬       6)　代表取締役　我妻　 平26. 9. 1
     非常勤:   26照男
     (薬      26)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3110342340  つばさ調剤薬局 〒963-0201 024-954-7123株式会社　ＳＴＭ　代矢内　喜美子 平20.10. 1 薬局
     郡山市大槻町字上町４５ 常　勤:    2表取締役　佐藤　昭二 移動 現存
     (薬       2) 平26.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3120342365  調剤薬局メルシー 〒963-0107 024-947-8101朝日薬品株式会社　代佐藤　徹哉 平20.11. 4 薬局
     郡山市安積３ー３５０ー１ 常　勤:    5表取締役　大内　貢 移動 現存
     (薬       5) 平26.11. 4
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3130342381  おしどり薬局　北ノ林〒963-0201 024-954-8153株式会社　コスディッ米本　賢治 平21. 2. 1 薬局
     店 郡山市大槻町字北ノ林２７－１３常　勤:    1ク　代表取締役　四家 新規 現存
     －１ (薬       1)　達弘 平27. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3140342399  あさか調剤薬局 〒963-0105 024-937-0227株式会社ウイ　代表取小針　幸樹 平21. 4. 1 薬局
     郡山市安積町長久保１－２４－１常　勤:    5締役　小針　幸樹 交代 現存
     (薬       5) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  3150342407  ひかり薬局桑野四丁目〒963-8025 024-973-5121株式会社オオノ　代表千葉　美幸 平21. 4. 1 薬局
     郡山市桑野４－１０－１２ 常　勤:    4取締役　塩田　亨 新規 現存
     (薬       4) 平27. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3160342415  ユア調剤薬局 〒963-0216 024-961-7736メディカルユアホール池上　誠二 平21. 7. 3 薬局
     郡山市中ノ目１－２６－３ 常　勤:    3ディングス株式会社　 新規 現存
     (薬       3)代表取締役　池上　誠 平27. 7. 3
     二
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3170342423  クオール薬局　よつば〒963-0107 024-937-1193クオール株式会社　代赤坂　亮太 平21. 7. 1 薬局
     安積店 郡山市安積４－３０９－２ 常　勤:    3表取締役　中村　敬 交代 現存
     (薬       3) 平27. 7. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3180342449  エール薬局　日和田店〒963-0534 024-968-1223株式会社メディカル愛田尻　慎吾 平21.11. 2 薬局
     郡山市日和田町字南原２－３５０常　勤:    4　代表取締役　藤田　 新規 現存
     (薬       4)愛里 平27.11. 2
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3190342456  そうごう薬局　郡山店〒963-0111 024-946-5591総合メディカル株式会小暮　孝治 平21.11. 1 薬局
     郡山市安積町荒井字萬海８３－３常　勤:    2社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       2)　賢治 平27.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3200342464  大槻薬局 〒963-0209 024-973-7336株式会社　メディスポ竹田　哲 平21.12. 1 薬局
     郡山市御前南６丁目１３６ 常　勤:    1ート　代表取締役　竹 新規 現存
     (薬       1)田　哲 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3210342472  ベース薬局　西部店 〒963-8071 024-973-7781株式会社ベースファー 本　麻智 平22. 2. 1 薬局
     郡山市富久山町久保田字伊賀河原常　勤:    3マシー　代表取締役　 新規 現存
     ７６ (薬       3)沼田　廣 平28. 2. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3220342480  クオール薬局　郡山北〒963-8047 024-927-1689クオール株式会社　代柳沼　美賀 平22. 3. 1 薬局
     店 郡山市富田東三丁目１９０番地 常　勤:    2表取締役　中村　敬 新規 現存
     (薬       2) 平28. 3. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
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  3230342506  さくら薬局　磐梯熱海〒963-1309 024-984-4976クラフト株式会社　代柴田　枝里 平22. 4. 1 薬局
     店 郡山市熱海町熱海５－１９６ 常　勤:    1表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3240342530  あすなろ調剤薬局　堤〒963-8878 024-953-6755株式会社げんきカンパ星野　泰信 平22. 9. 1 薬局
     下店 郡山市堤下町１－６１　１Ｆ 常　勤:    2ニー　代表取締役　志 新規 現存
     (薬       2)賀　誠 平28. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3250342555  ひかり薬局郡山駅前 〒963-8002 024-953-6856株式会社オオノ　代表平賀　富美子 平22.11. 1 薬局
     郡山市駅前１－２－９ 常　勤:    3取締役　塩田　亨 新規 現存
     (薬       3) 平28.11. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3260342571  ひかり薬局中町 〒963-8002 024-927-1510株式会社オオノ　代表身崎　潮 平23. 2. 1 薬局
     郡山市駅前１－１－２０ 常　勤:    6取締役　塩田　亨 新規 現存
     (薬       6) 平29. 2. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3270342597  金屋調剤薬局 〒963-0725 024-983-3649株式会社トータルリー長谷川　好昭 平23. 6. 1 薬局
     郡山市田村町金屋字新家３－２ 常　勤:    1プ　代表取締役　吉田 新規 現存
     (薬       1)　弘 平29. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3280342621  薬局サン・メリー本町〒963-8871 024-973-8128有限会社　髙取　代表村田　里絵 平23.10. 1 薬局
     店 郡山市本町二丁目１１－８ 常　勤:    1取締役　髙取　宣夫 新規 現存
     (薬       1) 平29.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3290342647  クオール薬局　堂前店〒963-8877 024-938-7050クオール　株式会社　稲田　岳 平24. 3. 1 薬局
     郡山市堂前町３１－５ 常　勤:    1代表取締役　中村　敬 新規 現存
     (薬       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  3300342654  きらら調剤薬局 〒963-8841 024-933-5515株式会社　グッドネイ芳賀　信行 平24. 4. 1 薬局
     郡山市山崎１３５－５ 常　勤:    2バー　代表取締役　富 新規 現存
     (薬       2)永　敦子 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3310342670  クオール薬局　郡山堤〒963-0205 024-962-7289クオール株式会社　代柏原　正美 平24.11. 1 薬局
     店 郡山市堤１－８３ 常　勤:    2表取締役　中村　敬 新規 現存
     (薬       2) 平24.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3320342688  日本調剤　郡山薬局 〒963-8801 024-941-1301日本調剤株式会社　代伊藤　和央 平25. 1. 1 薬局
     郡山市向河原町４－４０郡山駅東常　勤:    5表取締役　三津原　博 新規 現存
     ショッピングセンター内 (薬       5) 平25. 1. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3330342696  調剤薬局ツルハドラッ〒963-8801 024-941-2668株式会社　ツルハ　代安増　美佳 平25. 1. 1 薬局
     グ　郡山駅東店 郡山市向河原町４－４０ 常　勤:   10表取締役社長　鶴羽　 新規 現存
     (薬      10)順 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3340342712  ひかり薬局七ツ池 〒963-8833 024-933-6075株式会社　オオノ　代今井　覚 平25. 4. 1 薬局
     郡山市香久池１－１８－１１ 常　勤:    1表取締役　塩田　亨 新規 現存
     (薬       1) 平25. 4. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3350342720  ウエルシア薬局郡山桑〒963-8025 024-927-1138ウエルシア薬局　株式増子　大樹 平25. 3. 1 薬局
     野店 郡山市桑野４－６－２ 常　勤:    1会社　代表取締役　水 組織変更 現存
     (薬       1)野　秀晴 平25. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3360342746  マルスミ薬局 〒963-8852 024-934-4988有限会社マルスミ　代小室　住恵 平25. 8. 1 薬局
     郡山市台新一丁目３０番１２号 常　勤:    1表取締役　國分　千枝 新規 現存
     (薬       1)子 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  3370342753  アイランド薬局　陣屋〒963-8002 024-925-4189アポロメディカルホー芝澤　亮祐 平25. 9. 1 薬局
     店 郡山市駅前１丁目１－１７　１階常　勤:    4ルディングス株式会社 新規 現存
     (薬       4)　代表取締役　我妻　 平25. 9. 1
     非常勤:   29照男
     (薬      29)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3380342761  メルシー薬局　南店 〒963-0107 024-947-3117朝日薬品株式会社　代目黒　裕也 平25.10. 1 薬局
     郡山市安積三丁目３１２－１ 常　勤:    3表取締役　大内　貢 新規 現存
     (薬       3) 平25.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3390342779  スマイル薬局　富田店〒963-8046 024-962-7961株式会社ファーマみら鈴木　歩 平25.11. 1 薬局
     郡山市町東一丁目１９８ 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)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3400342795  調剤薬局ミッテル　安〒963-0111 024-983-8677株式会社ミッテル　代高橋　正晃 平26. 2. 1 薬局
     積店 郡山市安積町荒井字山ノ神３３番常　勤:    1表取締役　髙橋　正晃 新規 現存
     地 (薬       1) 平26. 2. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3410342803  ウエルシア薬局　郡山〒963-8851 024-927-5837ウエルシア薬局　株式吉野　浩 平26. 2. 1 薬局
     開成店 郡山市開成六丁目１４９－１ 常　勤:    1会社　代表取締役　水 新規 現存
     (薬       1)野　秀晴 平26. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3420342811  調剤薬局ツルハドラッ〒963-0216 024-962-7811株式会社ツルハ　代表後藤　はるみ 平26. 4. 1 薬局
     グ郡山片平店 郡山市中ノ目一丁目１７番 常　勤:    1取締役社長　鶴羽　順 新規 現存
     (薬       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3430342837  ハーモニー薬局　あさ〒963-0111 024-937-3180ウインファーマ株式会山郷　真裕美 平26. 3. 1 薬局
     か店 郡山市安積町荒井字念仏段１８－常　勤:    1社　代表取締役　藤田 組織変更 現存
     ３ (薬       1)　勝久 平26. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  3440342845  ウイン調剤みなみ通り〒963-8002 024-932-3332ウインファーマ株式会佐藤　久美子 平26. 3. 1 薬局
     薬局 郡山市駅前一丁目９番１号　松風常　勤:    1社　代表取締役　藤田 組織変更 現存
     堂ビル１階 (薬       1)　勝久 平26. 3. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3450342860  金屋の杜薬局 〒963-0725 024-953-3555株式会社メディカルサ山岡　秀人 平26. 6. 1 薬局
     郡山市田村町金屋字マセ口３番地常　勤:    2ポート　代表取締役　 新規 現存
     １ (薬       2)鈴木　克宜 平26. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3460342910  コスモ調剤薬局　片平〒963-0211 024-954-5701株式会社コスモファー高橋　賢次 平26. 9.16調剤 薬局
     店 郡山市片平町字出磬東５番７ 常　勤:    3マ　代表取締役　藤田 新規 現存
     (薬       3)　愛里 平26. 9.16
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3470342928  あすなろ調剤薬局　富〒963-8041 024-954-7455株式会社　げんきカン小川　裕子 平26.10.14 薬局
     田店 郡山市富田町字町畑４４－１ 常　勤:    2パニー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)志賀　誠 平26.10.14
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3480342944  アイル薬局　八山田店〒963-8047 024-927-4720株式会社　メディカル佐藤　真紀子 平26.11. 1 薬局
     郡山市富田東五丁目２０番地 常　勤:    2・エイド東北　代表取 組織変更 現存
     (薬       2)締役　久保田　樹佳 平26.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3490342951  アイランド薬局　東部〒963-8835 024-956-4189アポロメディカルホー小林　彩 平26.12. 1調剤 薬局
     店 郡山市小原田二丁目１８－１８ 常　勤:    1ルディングス　株式会 組織変更 現存
     (薬       1)社　代表取締役　我妻 平26.12. 1
     非常勤:   22　照男
     (薬      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3500342985  奥羽調剤薬局　鳴神店〒963-0207 024-983-8535有限会社　協栄　代表伊深　友宏 平27. 4. 1 薬局
     郡山市鳴神一丁目１－２ 常　勤:    2取締役　吉田　絢子 新規 現存
     (薬       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3510342993  ウエルシア薬局　郡山〒963-8835 024-941-3618ウエルシア薬局株式会池上　華織 平27. 6. 1 薬局
     小原田店 郡山市小原田三丁目３番１４号 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平27. 6. 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［福島県］

［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    48 頁

  3520343017  アイン薬局　西ノ内店〒963-8022 024-991-9903株式会社アインファー小峰　孝夫 平27.11. 1調剤 薬局
     郡山市西ノ内２丁目１０－３２ 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:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3530343025  アイン薬局　開成店 〒963-8851 024-927-1822株式会社アインファー船橋　美結 平27.11. 1調剤 薬局
     郡山市開成５丁目１２－３１ 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)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3540343033  アイン薬局　郡山名倉〒963-8845 024-954-6321株式会社アインファー中瀬　宏之 平27.11. 1調剤 薬局
     店 郡山市名倉２３－２ 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:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3550343041  雄飛堂薬局　郡山富田〒963-8041 024-926-0582株式会社　雄飛堂　代大槻　修平 平27.12. 1 薬局
     店 郡山市富田町字中ノ目４２ 常　勤:    3表取締役　大塚　祐一 新規 現存
     (薬       3) 平27.12. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3560343058  カワチ薬局　大槻店 〒963-0209 024-962-9070株式会社カワチ薬品　関根　達哉 平28. 1. 4 薬局
     郡山市御前南１－１９ 常　勤:    2代表取締役　河内　伸 新規 現存
     (薬       2)二 平28. 1. 4
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3570343066  ひかり薬局西ノ内 〒963-8022 024-936-4240株式会社　オオノ　代馬場　洋平 平28. 1. 1 薬局
     郡山市西ノ内２－１０－４ 常　勤:    2表取締役　塩田　亨 新規 現存
     (薬       2) 平28. 1. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3580343074  アイランド薬局　谷田〒963-1246 024-955-5272アポロメディカルホー山川　享浩 平28. 4. 1 薬局
     川店 郡山市田村町谷田川字表前７６－常　勤:    2ルディングス株式会社 組織変更 現存
     ５ (薬       2)　代表取締役　我妻　 平28. 4. 1
     非常勤:    6照男
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  3590343082  スマイル調剤薬局　郡〒963-8023 024-953-8015有限会社エイジー　鳩北畠　由紀 平28. 6. 1 薬局
     山中央店 郡山市緑町４－１１ 常　勤:    1山　栄志 新規 現存
     (薬       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3600343090  フジ薬局　本店 〒963-8044 024-925-0978株式会社　メディカ　栗原　裕子 平28. 9. 1 薬局
     郡山市備前舘１丁目１４８番地 常　勤:    1代表取締役　平井　浩 新規 現存
     (薬       1)二 平28. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3610343108  コスモ調剤薬局　山崎〒963-8841 024-955-6707株式会社コスモファー石川　智則 平28.10. 1 薬局
     店 郡山市山崎３０５－６ 常　勤:    3マ　代表取締役　藤田 新規 現存
     (薬       3)　愛里 平28.10. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3620343116  すず薬局　かおりやま〒963-8017 024-954-6725有限会社ファーマシー戸上　謙一 平28.10. 1 薬局
     店 郡山市長者２－１２－５ 常　勤:    2すず　代表取締役　鈴 新規 現存
     (薬       2)木　伸良 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3630343124  アイセイ薬局　郡山久〒963-8846 024-937-2388株式会社アイセイ薬局稲富　真波 平28.10. 1 薬局
     留米店 郡山市久留米三丁目１２４－１ 常　勤:    2　代表取締役　藤井　 交代 現存
     (薬       2)江美 平28.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3640343132  郡山調剤薬局 〒963-8026 024-939-4193有限会社　大栄薬品　竹平　功 平29. 4.17 薬局
     郡山市並木二丁目１２番地１２ 常　勤:    1代表取締役　安藤　尚 移動 現存
     (薬       1)広 平29. 4.17
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3650343140  調剤薬局ツルハドラッ〒963-8014 024-927-4268株式会社ツルハ　代表船橋　兼紘 平29. 5. 1 薬局
     グ郡山さくら通り店 郡山市虎丸町２－１ 常　勤:    2取締役　鶴羽　順 新規 現存
     (薬       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3660343157  めぐみ薬局 〒963-0105 024-954-3337株式会社マイマイ　代小林　賢太郎 平29. 8. 1 薬局
     郡山市安積町長久保１丁目１６－常　勤:    2表取締役　若松　勝 移動 現存
     １４ (薬       2) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  3670343165  山口薬局本町店 〒963-8871 024-954-7770山口薬品株式会社　代太田　貴之 平29.10. 1 薬局
     郡山市本町一丁目１４番１９号 常　勤:    2表取締役　山口　仁 新規 現存
     (薬       2) 平29.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3680343173  調剤薬局ツルハドラッ〒963-8002 024-927-5327株式会社ツルハ　代表伊藤　孝之 平29.10. 1 薬局
     グ郡山駅前店 郡山市駅前一丁目１０－１ 常　勤:    2取締役社長　鶴羽　順 新規 現存
     (薬       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3690343181  みどり調剤薬局 〒963-8023 024-935-0810シップヘルスケアファ小山田　直美 平30. 4. 1 薬局
     郡山市緑町２－２ 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30. 4. 1
     非常勤:    2　浩一
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3700343199  みどり調剤薬局　町東〒963-8023 024-931-0810シップヘルスケアファ和田　瑞紀 平30. 4. 1 薬局
     店 郡山市緑町７－３ 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30. 4. 1
     非常勤:    3　浩一
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3710343207  すみれ調剤薬局 〒963-8033 024-921-0810シップヘルスケアファ竹石　智美 平30. 4. 1 薬局
     郡山市亀田１－５１－１２ 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30. 4. 1
     非常勤:    4　浩一
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3720440110  西村屋薬局 〒970-8026 0246-24-2003株式会社西村屋　代表鈴木　郁江 昭32. 8.30 薬局
     いわき市平字二町目２３ 常　勤:    2取締役　鈴木　鐶一郎 現存
     (薬       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3730440169  合資会社永山薬局 〒970-8026 0246-23-2387合資会社永山薬局　代永山　洋子 昭36. 6. 1 薬局
     いわき市平字三町目２ 常　勤:    2表社員　永山　洋子 現存
     (薬       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3740440201  株式会社関内薬局 〒970-8026 0246-23-3175株式会社　関内薬局　関内　勲 昭42. 1. 1 薬局
     いわき市平字四町目６ 常　勤:    2代表取締役　関内　太 交代 現存
     (薬       2)輝 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3750440292  小野作薬局 〒970-8026 0246-22-3877有限会社小野作　代表小野　正道 昭49.11. 1 薬局
     いわき市平字長橋町５８－２ 常　勤:    1取締役　小野　正道 組織変更 現存
     (薬       1) 平28.11. 1
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  3760440508  合同会社シンシロ薬局〒971-8164 0246-92-3326合同会社シンシロ薬局飯塚　裕子 昭32. 7. 1 薬局
     いわき市小名浜西町１－６ 常　勤:    2　代表社員　飯塚　裕 現存
     (薬       2)子 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3770440771  加藤薬局 〒974-8261 0246-63-3344加藤　湛 加藤　湛 昭50. 1. 1 薬局
     いわき市植田町本町３－８－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3780440896  カクニ薬局 〒971-8162 0246-53-4571大田　晴康 大田　晴康 昭50. 9. 1 薬局
     いわき市小名浜花畑町２２－１ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3790441126  有限会社矢吹薬局中央〒974-8261 0246-63-0815有限会社矢吹薬局　代古川　博好 昭54. 4. 1 薬局
     店 いわき市植田町中央２－３－１４常　勤:    1表取締役　矢吹　明孝 移動 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3800441589  有限会社さんぺい薬局〒974-8261 0246-63-1587有限会社さんぺい薬局三瓶　几典 昭58.10. 1 薬局
     いわき市植田町中央２ー１ー４ 常　勤:    1　代表取締役　三瓶　 新規 現存
     (薬       1)几典 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3810441605  真木薬局 〒970-8026 0246-25-1375真木　哲夫 真木　哲夫 昭59. 9. 1 薬局
     いわき市平字作町３－２－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3820441647  有限会社美保薬品美保〒974-8251 0246-63-8255有限会社美保薬品　代岡部　幸治 昭60. 7. 1 薬局
     薬局 いわき市中岡町３－１０－５ 表取締役　岡部　幸治 交代 現存
     平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3830441894  合資会社ダルマ薬局 〒971-8101 0246-92-2222合資会社ダルマ薬局　阿部　正明 平元. 4. 1 薬局
     いわき市小名浜字本町３４ 常　勤:    2代表社員　阿部　正明 移動 現存
     (薬       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3840441910  有限会社矢吹薬局東田〒974-8212 0246-62-6733有限会社矢吹薬局　代秤谷　真奈美 平元. 6. 1 薬局
     店 いわき市東田町２－１３－９ 常　勤:    8表取締役　矢吹　明孝 新規 現存
     (薬       8) 平28. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  3850441969  有限会社みのり薬局 〒971-8143 0246-58-4522有限会社みのり薬局　江尻　直紀 平元.11. 1 薬局
     いわき市鹿島町下蔵持字里屋８－常　勤:    5代表取締役　及川　実 新規 現存
     ３ (薬       5) 平28.11. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3860441985  あおば薬局 〒971-8101 0246-54-2251有限会社及川薬局　代飛田　桂一 平 2. 7. 1 薬局
     いわき市小名浜字上町４６ 常　勤:    1表取締役　及川　実 新規 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3870442009  有限会社中央薬局 〒971-8164 0246-54-8607有限会社中央薬局　代中田　学之 平 2.12. 1 薬局
     いわき市小名浜寺廻町１３－５ 常　勤:    1表取締役　中田　学之 新規 現存
     (薬       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3880442058  薬局ファーマシー片寄〒972-8311 0246-42-3626片寄　正之 片寄　正之 平 3. 6. 1 薬局
     いわき市常磐水野谷町千代鶴１３常　勤:    1 新規 現存
     ３－３ (薬       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3890442165  有限会社植田ダルマ薬〒974-8261 0246-63-0022有限会社植田ダルマ薬蛭田　秀美 平 5. 1. 1 薬局
     局植田店 いわき市植田町中央３－１６－１常　勤:    2局　代表取締役　阿部 組織変更 現存
     ２ (薬       2)　正敏 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3900442181  玉川薬局本店 〒970-8026 0246-24-1178有限会社玉川薬品　代国府田　壽郎 平 5. 5. 1 薬局
     いわき市平字鍛治町１２ 常　勤:    3表取締役　國府田　壽 新規 現存
     (薬       3)郎 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3910442223  合同会社佐藤薬局 〒970-0311 0246-55-7377合同会社佐藤薬局　代佐藤　明男 平 5. 8. 1 薬局
     いわき市江名字北町１２５ 常　勤:    1表社員　佐藤　明男 新規 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3920442231  加藤薬局 〒971-8172 0246-56-8288有限会社ファーマシー加藤　春一 平 5. 9. 1 薬局
     いわき市泉玉露５－６－１２ 常　勤:    3加藤　代表取締役　加 新規 現存
     (薬       3)藤　春一 平29. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
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  3930442249  厚生堂薬局平店 〒970-8026 0246-22-6716有限会社厚生堂薬局　平　宣江 平 5.10. 1 薬局
     いわき市平字五色町６５ 常　勤:    1代表取締役　松田　忠 新規 現存
     (薬       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3940442322  さいとう薬局 〒979-0201 0246-32-4009齋藤　洋一 齋藤　祐子 平 6. 2. 1 薬局
     いわき市四倉町字西１－３－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3950442405  太陽薬局 〒970-1151 0246-36-9180有限会社太陽薬局　代蛭田　耕太郎 平 6. 6. 1 薬局
     いわき市好間町下好間字叶田５１常　勤:    1表取締役　蛭田　耕太 新規 現存
     －１ (薬       1)郎 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3960442447  エンゼル薬局 〒971-8127 0246-58-3603関　洋美 関　洋美 平 6.11. 1 薬局
     いわき市小名浜玉川町東１８－１常　勤:    1 移動 現存
     ６ (薬       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3970442454  有限会社御厩薬局 〒973-8402 0246-27-3388有限会社御厩薬局　取濱田　孝之 平 7. 1. 1 薬局
     いわき市内郷御厩町３－９４－２常　勤:    1締役　長谷川　祐一 新規 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3980442504  有限会社窪田薬局 〒979-0141 0246-65-3950有限会社　窪田薬局　志賀　淳子 平 7. 7. 1 薬局
     いわき市勿来町窪田町通１丁目１常　勤:    2代表取締役　志賀　一 新規 現存
     ２１－４ (薬       2)夫 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3990442512  株式会社瀬尾薬局 〒970-8026 0246-25-5314株式会社瀬尾薬局　代瀬尾　静江 平 7. 8. 1 薬局
     いわき市平字才槌小路２４ 常　勤:    1表取締役　瀬尾　秀之 新規 現存
     (薬       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4000442538  有限会社さくら薬局四〒979-0201 0246-32-3270有限会社　さくら薬局金子　裕也 平 7. 9. 1 薬局
     倉店 いわき市四倉町西４－２－１ 常　勤:    1　代表取締役　藤田　 新規 現存
     (薬       1)愛里 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  4010442595  有限会社ダルマ薬局本〒974-8261 0246-63-8822有限会社ファーマシー阿部　正敏 平 8. 4. 1 薬局
     町店 いわき市植田町本町１－４－６ 常　勤:    3ダルマ　代表取締役　 新規 現存
     (薬       3)阿部　正敏 平29. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4020442611  薬局タローファーマシ〒970-8036 0246-25-3600有限会社タロサ　代表政井　学 平 8. 5. 1 薬局
     ー いわき市平谷川瀬一丁目１７－６常　勤:    5取締役　長谷川　祐一 移動 現存
     (薬       5) 平29. 9. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4030442645  中央台鹿島薬局 〒970-8043 0246-31-1011一般社団法人いわき市石井　博美 平 8.10. 1 薬局
     いわき市中央台鹿島３－３４－６常　勤:    3薬剤師会　会長　阿部 新規 現存
     (薬       3)　正敏 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4040442652  玉川薬局平窪店 〒970-8008 0246-25-8077有限会社玉川薬品　代若松　和樹 平 8.10. 1 薬局
     いわき市平字中平窪細田町３－４常　勤:    2表取締役　国府田　壽 新規 現存
     (薬       2)郎 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4050442744  豊間薬局四倉店 〒979-0201 0246-32-8711株式会社アサヒ　代表佐藤　睦 平 9. 2. 1 薬局
     いわき市四倉町東２－１６３－２常　勤:    1取締役　佐藤　隆 新規 現存
     (薬       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4060442751  株式会社くすりのマル〒970-8036 0246-22-1150株式会社くすりのマル松崎　登志子 平 9. 4. 1 薬局
     ト調剤薬局谷川瀬店 いわき市平谷川瀬二丁目１１番１常　勤:    4ト　代表取締役　安島 新規 現存
     ０ (薬       4)　力 平30. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4070442785  コスモス調剤薬局 〒972-8321 0246-43-6331有限会社ワイ・ケイ・渡部　佳永 平 9. 6. 1 薬局
     いわき市常磐湯本町三函４７ 常　勤:    3エス　野崎　征支郎 新規 現存
     (薬       3) 平30. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4080442793  有限会社　厚生堂薬局〒979-0333 0246-82-2902有限会社　厚生堂薬局松田　克彦 平 9. 8. 1 薬局
     立町店 いわき市久之浜町久之浜字立町１常　勤:    2　代表取締役　松田　 新規 現存
     ２ (薬       2)忠 平24. 8. 1
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  4090442819  有限会社　あやの薬局〒970-8035 0246-37-0027有限会社　あやの薬局岡部　康子 平 9. 9. 1 薬局
     明治団地店 いわき市明治団地８３ー２８０ 常　勤:    3　代表取締役　松下　 新規 現存
     (薬       3)美代 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4100442868  ニュータウン薬局 〒970-8043 0246-46-0456有限会社　ニュータウ鷲山　晶子 平 9.12. 1 薬局
     いわき市中央台鹿島３－５３－７常　勤:    2ン薬局　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)竹下　康照 平27.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4110442876  有限会社　あやの薬局〒974-8251 0246-77-0427有限会社　あやの薬局熊川　宜之 平10. 2. 1 薬局
     中岡店 いわき市中岡町４－７－１１ 常　勤:    2　代表取締役　松下　 新規 現存
     (薬       2)美代 平28. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4120442892  コスモス調剤薬局植田〒974-8223 0246-63-0991有限会社　ワイ・ケイ金剛寺　佐登美 平10. 4. 1 薬局
     店 いわき市佐糠町東一丁目１７ー８常　勤:    3・エス　野崎　征支郎 新規 現存
     (薬       3) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4130442934  コスモ調剤薬局常磐店〒972-8312 0246-72-0340株式会社　コスモファ阿部　敏史 平10. 4. 1 薬局
     いわき市常磐下船尾町古内２９２常　勤:    2ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     ー８ (薬       2)田　愛里 平28. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4140442942  有限会社　さくら薬局〒971-8145 0246-58-5818有限会社　さくら薬局吉田　公枝 平10. 5. 1 薬局
     いわき市鹿島町船戸字沼田７ー１常　勤:    1　代表取締役　藤田　 新規 現存
     (薬       1)愛里 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4150442959  株式会社安田薬局神谷〒970-0101 0246-34-1257株式会社　安田薬局　溝井　恵美子 平10. 6. 1 薬局
     店 いわき市平下神谷字仲田１３４ー常　勤:    2代表取締役　安田　嘉 新規 現存
     １ (薬       2)之 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［福島県］

［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    56 頁

  4160442975  スミレ薬局 〒974-8232 0246-63-0937有限会社アポクリエー鈴木　康仁 平10. 7. 1 薬局
     いわき市錦町上中田８ 常　勤:    1ト　代表取締役　本間 新規 現存
     (薬       1)　光雄 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4170442983  株式会社くすりのマル〒974-8232 0246-63-3036株式会社くすりのマル安藤　朗人 平10. 7. 1 薬局
     ト調剤薬局上中田店 いわき市錦町上中田７ 常　勤:    4ト　代表取締役　安島 新規 現存
     (薬       4)　力 平28. 7. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4180443007  平調剤薬局 〒970-8026 0246-23-8869有限会社ミナミメディ大越　佳枝 平10. 7. 1 薬局
     いわき市平字南町５９ー１ 常　勤:    1カル　代表取締役　大 新規 現存
     (薬       1)井川　新一 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4190443031  有限会社みのり薬局　〒974-8212 0246-63-7732有限会社　みのり薬局増井　大樹 平10. 9. 1 薬局
     東田店 いわき市東田町２ー２ー２８ 常　勤:    2　代表取締役　及川　 新規 現存
     (薬       2)実 平28. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4200443049  薬局わたなべ 〒974-8232 0246-77-0511合資会社わたなべ百貨渡邉　哲生 平10. 9. 1 薬局
     いわき市錦町上中田１０４ 常　勤:    2店　無限責任社員　渡 新規 現存
     (薬       2)邉　哲生 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4210443056  豊郷薬局 〒970-8045 0246-28-8320合資会社　豊郷薬局　生田目　とみ子 平10.10. 1 薬局
     いわき市郷ケ丘２ー１０ー３ 常　勤:    3無限責任社員　生田目 新規 現存
     (薬       3)　忠 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4220443064  有限会社　岬薬局 〒970-1151 0246-36-3625有限会社　岬薬局　代渡辺　則之 平10.10. 1 薬局
     いわき市好間町下好間字一町坪５常　勤:    2表取締役　渡辺　則之 新規 現存
     ５ー３ (薬       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4230443080  ひばり薬局 〒974-8223 0246-62-2221有限会社みのり薬局　富岡　桂一 平10.11. 1 薬局
     いわき市佐糠町東１－１１－７ 常　勤:    2代表取締役　及川　実 新規 現存
     (薬       2) 平28.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
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  4240443098  アイランド薬局 〒970-8026 0246-25-4189アポロメディカルホー児玉　真希 平10.11. 1 薬局
     いわき市平十五町目６－１ 常　勤:    6ルディングス株式会社 新規 現存
     (薬       6)　代表取締役　我妻　 平28.11. 1
     非常勤:   14照男
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4250443114  有限会社油座神美堂薬〒971-8169 0246-92-3358有限会社油座神美堂薬油座　功 平10.12. 1 薬局
     局 いわき市小名浜南君ケ塚町２－１常　勤:    2局　代表取締役油座功 組織変更 現存
     (薬       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4260443122  薬局タローファーマシ〒979-0201 0246-32-8555有限会社タロサ　代表佐藤　明美 平11. 1. 1 薬局
     ー四倉店 いわき市四倉町西３－１５－２ 常　勤:    1取締役長谷川祐一 新規 現存
     (薬       1) 平29. 1. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4270443130  有限会社郷ケ丘調剤薬〒970-8045 0246-46-0667有限会社郷ケ丘調剤薬今井　あさ子 平11. 1. 1 薬局
     局 いわき市郷ケ丘２－３３－９ 常　勤:    2局　代表取締役鵜沼信 移動 現存
     (薬       2)子 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4280443163  有限会社植田ダルマ薬〒971-8182 0246-75-2233有限会社植田ダルマ薬阿部　えり子 平11. 4. 1 薬局
     局　泉店 いわき市泉町滝尻字下谷地１９ 常　勤:    3局　代表取締役　阿部 新規 現存
     (薬       3)　正敏 平29. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4290443189  武田薬局松ケ岡店 〒970-8026 0246-35-3140株式会社　武田薬局　石井　望 平11. 8. 2 薬局
     いわき市平字研町１０－５ 常　勤:    4代表取締役社長　武田 新規 現存
     (薬       4)　修 平29. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4300443197  植田薬局 〒974-8261 0246-62-0433株式会社　葵調剤　代藤田　雄一 平11. 8. 1 薬局
     いわき市植田町本町２－７－８ 常　勤:    3表取締役　生駒　忠史 新規 現存
     (薬       3) 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4310443205  すばる薬局勿来店 〒979-0141 0246-65-1020有限会社アトラス　代遠藤　恵 平11. 9. 1 薬局
     いわき市勿来町窪田町通４－１ 常　勤:    2表取締役　遠藤　眞也 新規 現存
     (薬       2) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  4320443239  株式会社ユモト薬局上〒972-8318 0246-72-0775株式会社ユモト薬局　松本　亘 平11.12. 3 薬局
     関店 いわき市常磐関船町上関６１－１常　勤:    1代表取締役　松本　亘 新規 現存
     (薬       1) 平29.12. 3
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4330443247  株式会社くすりのマル〒973-8402 0246-45-1788株式会社くすりのマル和田　一司 平11.12. 1 薬局
     ト調剤薬局みまや共立いわき市内郷御厩町久世原２４８常　勤:    6ト　代表取締役　安島 新規 現存
     病院前店 (薬       6)　力 平29.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4340443288  あいあい元気堂薬局 〒970-8026 0246-22-0551株式会社新田前薬局　竹本　勝彦 平12. 1. 1 薬局
     いわき市平字下の町７－１３ 常　勤:    4代表取締役　竹本　勝 移動 現存
     (薬       4)彦 平30. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4350443296  丸善調剤薬局 〒970-8026 0246-24-2661松本　善政 松本　善政 平12. 1. 1 薬局
     いわき市平字下の町５－１ 常　勤:    2 移動 現存
     (薬       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4360443338  スズキヤ薬局 〒973-8407 0246-26-2777有限会社すずき屋　代鈴木　直行 平12. 2. 1 薬局
     いわき市内郷宮町町田５０ 常　勤:    2表取締役　鈴木直行 新規 現存
     (薬       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4370443361  パルム薬局いわき店 〒973-8402 0246-45-1616有限会社パルム　取締松本　純子 平12. 4. 1 薬局
     いわき市内郷御厩町久世原２４２常　勤:    2役　横濱　明 新規 現存
     (薬       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4380443379  薬局タローファーマシ〒971-8141 0246-46-3600有限会社タローファー四位　直也 平12. 4. 1 薬局
     ー鹿島店 いわき市鹿島町走熊字小神山３８常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     －１ (薬       1)長谷川祐一 平30. 4. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4390443387  薬局とりい 〒971-8101 0246-73-7370有限会社　三松　代表石川　保 平12. 7. 1 薬局
     いわき市小名浜字丹波沼１６６－常　勤:    1取締役　石川　保 新規 現存
     １ (薬       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［福島県］

［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    59 頁

  4400443437  有限会社　あやの薬局〒972-8322 0246-72-0527有限会社　あやの薬局菊地　真奈美 平12.10. 2 薬局
     　湯本店 いわき市常磐上湯長谷町堀ノ内７常　勤:    4　代表取締役　松下　 新規 現存
     ０－１ (薬       4)美代 平24.10. 2
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4410443445  有限会社　中之作薬局〒970-0313 0246-55-5045有限会社　中之作薬局菊池　知則 平12.10. 1 薬局
     いわき市中之作字川岸３５－１ 常　勤:    2　代表取締役　及川　 移動 現存
     (薬       2)実 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4420443502  コスモ調剤薬局　植田〒974-8261 0246-77-0600株式会社　コスモファ桑原　沙季 平12.10. 1 薬局
     店 いわき市植田町根小屋３０９－２常　勤:    2ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     (薬       2)田　愛里 平24.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4430443510  グレイス薬局東店 〒970-8026 0246-21-9003馬目　匡一郎 馬目　匡一郎 平12.11. 1 薬局
     いわき市平字紺屋町８－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平24.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4440443536  西原薬局岡小名店 〒971-8151 0246-73-8255有限会社　西原薬局　阿部　洋一 平13. 2. 1 薬局
     いわき市小名浜岡小名字馬上前１常　勤:    1代表取締役　阿部　洋 新規 現存
     ７－８ (薬       1)一 平25. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4450443544  仁生堂薬局 〒970-8045 0246-46-1922有限会社　仁生堂　代佐久間　裕之 平13. 4. 1 薬局
     いわき市郷ケ丘３－１５－９ 常　勤:    1表取締役　佐久間　裕 移動 現存
     (薬       1)之 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4460443569  ひまわり薬局 〒970-0103 0246-98-2877合資会社　睦薬品ひま平野　芳子 平13. 4. 1 薬局
     いわき市平藤間字千ケ久保２３－常　勤:    1わり薬局　代表社員　 新規 現存
     １ (薬       1)中野　雅樹 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4470443593  グリーン調剤薬局 〒973-8403 0246-27-3295有限会社　グリーン調齋藤　英雄 平13. 9. 3 薬局
     いわき市内郷綴町沼尻１４５ 常　勤:    1剤薬局　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)斎藤　英雄 平25. 9. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  4480443635  株式会社　くすりのマ〒973-8403 0246-45-2855株式会社　くすりのマ高橋　遼子 平13.12. 1 薬局
     ルト調剤薬局つづら店いわき市内郷綴町仲田２６－６ 常　勤:    2ルト　代表取締役　安 新規 現存
     (薬       2)島　力 平25.12. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4490443668  すげのさく薬局 〒970-8043 0246-95-0187有限会社　すげのさく草野　恭子 平14. 3. 1 薬局
     いわき市中央台鹿島３－３９－４常　勤:    2薬局　代表取締役　草 新規 現存
     (薬       2)野　正史 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4500443684  四倉調剤薬局 〒979-0201 0246-66-0766有限会社アポクリエー秋元　恒清 平14. 3. 1 薬局
     いわき市四倉町字東１－５２ 常　勤:    1ト　代表取締役　本間 交代 現存
     (薬       1)　光雄 平26. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4510443692  有限会社あやの薬局　〒972-0161 0246-74-1127有限会社あやの薬局　山里　真也 平14. 4. 1 薬局
     遠野店 いわき市遠野町上遠野字太田２０常　勤:    2代表取締役　松下　美 新規 現存
     －４ (薬       2)代 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4520443700  株式会社くすりのマル〒972-8322 0246-72-1771株式会社くすりのマル野澤　藤江 平14. 4. 1 薬局
     ト調剤薬局上湯長谷店いわき市常磐上湯長谷町上ノ台５常　勤:    3ト　代表取締役　安島 新規 現存
     ６－１ (薬       3)　力 平26. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4530443718  コスモス湯本調剤薬局〒972-8321 0246-72-0066有限会社ワイ・ケイ・山岸　裕子 平14. 4. 1 薬局
     いわき市常磐湯本町台山５５－４常　勤:    4エス　野崎　征支郎 新規 現存
     (薬       4) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4540443726  あさひ調剤薬局　いわ〒973-8403 0246-27-4193株式会社　あさひ調剤棚澤　直哉 平14. 7. 1 薬局
     き店 いわき市内郷綴町金谷１１－６ 常　勤:    2　代表取締役　酒井　 新規 現存
     (薬       2)雅人 平26. 7. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  4550443775  オレンジ薬局　湯本南〒972-8316 0246-72-1050有限会社ネットワーク小野寺　大樹 平14.11. 1 薬局
     店 いわき市常磐西郷町字岩崎２８－常　勤:    3調剤　代表取締役　小 新規 現存
     １０ (薬       3)野寺　敏 平26.11. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4560443791  葵調剤薬局　湯本店 〒972-8317 0246-72-1750株式会社　葵調剤　代中野　義文 平14.12. 1 薬局
     いわき市常磐下湯長谷町２－１４常　勤:    1表取締役　生駒　忠史 新規 現存
     －２ (薬       1) 平26.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4570443809  関船薬局平店 〒970-8026 0246-22-2688椎名　宏安 椎名　宏安 平15. 1. 1 薬局
     いわき市平菱川町１－１４ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4580443817  薬局タローファーマシ〒970-8034 0246-23-8977有限会社タロサ　代表會川　守重 平15. 1. 1 薬局
     ー　上荒川店 いわき市平上荒川字堀ノ内１６－常　勤:    1取締役　長谷川　祐一 新規 現存
     ４ (薬       1) 平27. 1. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4590443825  アイランド薬局　白土〒970-8024 0246-23-1189アポロメディカルホー笹布　壮久 平15. 3. 1 薬局
     店 いわき市平北白土字宮前５１－３常　勤:    4ルディングス株式会社 新規 現存
     (薬       4)　代表取締役　我妻　 平27. 3. 1
     非常勤:   22照男
     (薬      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4600443841  武田薬局　中町店 〒970-8026 0246-24-1163株式会社　武田薬局　高橋　良介 平15. 6. 9 薬局
     いわき市平字堂の前２７－１ 常　勤:    1代表取締役社長　武田 移動 現存
     (薬       1)　修 平27. 6. 9
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4610443890  小太郎調剤薬局 〒970-8026 0246-35-0855有限会社　ファルサー福田　眞勝 平15. 8. 1 薬局
     いわき市平字小太郎町１－１８ 常　勤:    2ノ　代表取締役　福田 組織変更 現存
     (薬       2)　眞勝 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  4620443957  ウイン調剤薬局　湯本〒972-8318 0246-72-1460ウインファーマ株式会大谷　和英 平15.11. 1 薬局
     店 いわき市常磐関船町上関３５－１常　勤:    2社　代表取締役　藤田 新規 現存
     (薬       2)　勝久 平27.11. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4630443965  もみじ町薬局 〒970-8026 0246-35-0200株式会社　安田薬局　安田　嘉之 平16. 2. 1 薬局
     いわき市平字紅葉町３８－１２ 常　勤:    1代表取締役　安田　嘉 新規 現存
     (薬       1)之 平28. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4640443973  早川薬局 〒979-0202 0246-32-2856早川　誠子 早川　誠子 平16. 2.20 薬局
     いわき市四倉町上仁井田字東ノ内常　勤:    1 交代 現存
     １８ (薬       1) 平28. 2.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4650443981  光栄薬局　高坂店 〒973-8408 0246-26-7341株式会社　光栄薬局　吉田　敏正 平16.10. 1 薬局
     いわき市内郷高坂町大町２６－７常　勤:    2代表取締役　大塚　祐 新規 現存
     (薬       2)一 平28.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4660443999  有限会社あやの薬局運〒970-8034 0246-28-7222有限会社あやの薬局　久栖　拓也 平16.11. 1 薬局
     動公園店 いわき市平上荒川字安草１５－４常　勤:    5代表取締役　松下　美 新規 現存
     (薬       5)代 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4670444021  ぴよぴよ薬局 〒972-8301 0246-46-2040株式会社　葵調剤　代米波　和也 平17. 4. 1 薬局
     いわき市草木台５－１６－１ 常　勤:    8表取締役　生駒　忠史 新規 現存
     (薬       8) 平29. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4680444039  株式会社くすりのマル〒970-8026 0246-21-1771株式会社くすりのマル島田　謙治 平17. 5. 9 薬局
     ト調剤薬局平五町目店いわき市平字五町目１７－１２ 常　勤:    3ト　代表取締役　安島 新規 現存
     (薬       3)　力 平29. 9. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  4690444047  みなと薬局 〒971-8101 0246-73-3600有限会社　アポクリエ佐久間　眞理 平17.10. 1 薬局
     いわき市小名浜橋本３ 常　勤:    2ート　代表取締役　本 新規 現存
     (薬       2)間　光雄 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4700444062  加藤薬局　中央台店 〒970-8047 0246-46-3288有限会社　和　代表取坂本　新治 平17.11. 1 薬局
     いわき市中央台高久２－２２－３常　勤:    2締役　坂本　新治 新規 現存
     (薬       2) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4710444096  光栄薬局　川原田店 〒973-8403 0246-26-2941株式会社　光栄薬局　小野　恵美子 平17.12. 5 薬局
     いわき市内郷綴町川原田１３０ 常　勤:    7代表取締役　大塚　祐 移動 現存
     (薬       7)一 平29.12. 5
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4720444104  調剤薬局アスカ 〒973-8407 0246-26-0255有限会社　藤和　代表小野　英直 平17.12. 1 薬局
     いわき市内郷宮町金坂２５０－２常　勤:    1取締役　遠藤　弘美 新規 現存
     (薬       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4730444112  有限会社植田ダルマ薬〒971-8101 0246-73-3355有限会社　植田ダルマ蛭田　俊司 平18. 2. 1 薬局
     局　小名浜店 いわき市小名浜字元分１－２２ 常　勤:    3薬局　代表取締役　阿 新規 現存
     (薬       3)部　正敏 平30. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4740444120  たいほー堂薬局 〒971-8185 0246-56-3933小野　聡 小野　聡 平18. 2. 1 薬局
     いわき市泉町３－１－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4750444138  あい薬局 〒972-8318 0246-42-3022株式会社　いわき薬品髙萩　愼一 平18. 3. 1 薬局
     いわき市常磐関船町杭田１ 常　勤:    4　代表取締役　竹本　 交代 現存
     (薬       4)勝彦 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4760444146  ウイン調剤薬局　植田〒974-8261 0246-77-1355ウインファーマ株式会金成　みき 平18. 4. 1 薬局
     店 いわき市植田町月山下６２－１６常　勤:    1社　代表取締役　藤田 新規 現存
     (薬       1)　勝久 平30. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
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  4770444153  アイランド薬局　佃店〒970-8026 0246-24-4189アポロメディカルホー後藤　正史 平18. 7. 1 薬局
     いわき市平字佃町４－１ 常　勤:    3ルディングス株式会社 新規 現存
     (薬       3)　代表取締役　我妻　 平24. 7. 1
     非常勤:   16照男
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4780444161  株式会社　くすりのマ〒971-8124 0246-76-1880株式会社　くすりのマ高柳　幸一 平18. 6.23 薬局
     ルト調剤薬局　玉川店いわき市小名浜住吉字道下３４ 常　勤:    5ルト　代表取締役　安 移動 現存
     (薬       5)島　力 平30. 6.23
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4790444179  のばら薬局 〒970-8044 0246-38-8871オリス株式会社　代表深瀬　圭司 平18.10. 1 薬局
     いわき市中央台飯野３－３３－３常　勤:    4取締役　島貫　大介 新規 現存
     (薬       4) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4800444187  コスモ調剤薬局　平中〒970-8026 0246-35-0304株式会社　コスモファ戸板　一生 平18.10. 1 薬局
     央店 いわき市平月見町４８－４ 常　勤:    2ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     (薬       2)田　愛里 平24.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4810444195  薬局　はんだ 〒974-8261 0246-62-0071株式会社　ファルマシ半田　和夫 平18.10. 1 薬局
     いわき市植田町南町１－６－３ 常　勤:    1ア　はんだ　取締役　 交代 現存
     (薬       1)半田　和夫 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4820444203  パルム薬局　みまや店〒973-8402 0246-38-7003有限会社パルム　取締丹野　明延 平18.11. 1 薬局
     いわき市内郷御厩町３－８６－２常　勤:    1役　横濱　明 新規 現存
     (薬       1) 平24.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4830444237  船戸薬局 〒971-8145 0246-58-7174鈴木　祐司 鈴木　祐司 平19. 1. 5 薬局
     いわき市鹿島町船戸字沼田１－２常　勤:    1 交代 現存
     １ (薬       1) 平25. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4840444260  ハーブ薬局 〒970-0222 0246-39-3800株式会社ハーブ薬局　小西　邦行 平19. 5. 1 薬局
     いわき市平沼ノ内諏訪原１－２３常　勤:    1代表取締役　小西　邦 組織変更 現存
     －１０ (薬       1)行 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  4850444286  株式会社くすりのマル〒973-8408 0246-27-1101株式会社くすりのマル鈴木　ユリエ 平19. 7. 1 薬局
     ト調剤薬局　高坂店 いわき市内郷高坂町八反田５５ 常　勤:    2ト　代表取締役　安島 新規 現存
     (薬       2)　力 平25. 7. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4860444294  アイル薬局　平店 〒970-8026 0246-21-1060有限会社　雅　代表取梅津　健一 平19. 8. 1 薬局
     いわき市平字月見町１３－１ 常　勤:    1締役　赤津　雅美 新規 現存
     (薬       1) 平25. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4870444302  アイランド薬局　岡小〒971-8151 0246-73-8977アポロメディカルホー鈴木　靖子 平19.11. 1 薬局
     名店 いわき市小名浜岡小名１－１－１常　勤:    3ルディングス株式会社 新規 現存
     (薬       3)　代表取締役　我妻　 平25.11. 1
     非常勤:   11照男
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4880444310  アイランド薬局　あた〒971-8165 0246-73-1234アポロメディカルホー上田　紗緒里 平20. 2. 1 薬局
     ご店 いわき市小名浜愛宕町１－４ 常　勤:    2ルディングス株式会社 新規 現存
     (薬       2)　代表取締役　我妻　 平26. 2. 1
     非常勤:   16照男
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4890444369  コスモ調剤薬局内郷店〒973-8402 0246-45-1766株式会社コスモファー水野　功弘 平20. 4. 1 薬局
     いわき市内郷御厩町４－５８ 常　勤:    2マ　代表取締役　藤田 新規 現存
     (薬       2)　愛里 平26. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4900444377  アイランド薬局　郷ヶ〒970-8045 0246-46-1089アポロメディカルホー文屋　裕介 平20. 5. 1 薬局
     丘店 いわき市郷ケ丘４－１８－１８ 常　勤:    2ルディングス株式会社 新規 現存
     (薬       2)　代表取締役　我妻　 平26. 5. 1
     非常勤:   17照男
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4910444401  みなみ薬局 〒974-8232 0246-77-0150有限会社アポ　代表取廣島　弘美 平20.10. 1 薬局
     いわき市錦町鈴鹿２４－１ 常　勤:    1締役　廣島　弘美 移動 現存
     (薬       1) 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  4920444419  株式会社　くすりのマ〒970-8003 0246-24-3677株式会社　くすりのマ佐久間　美典 平20.11.11 薬局
     ルト調剤薬局　平窪店いわき市平下平窪山土内町３－１常　勤:    3ルト　代表取締役　安 新規 現存
     (薬       3)島　力 平26.11.11
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4930444427  宝屋薬局新地店 〒971-8166 0246-53-6124小野　逸子 小野　逸子 平20.10. 9 薬局
     いわき市小名浜愛宕上１３－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平26.10. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4940444435  髙木調剤薬局 〒971-8101 0246-92-2218タカギ調剤薬局株式会高木　奈美 平21. 1. 1 薬局
     いわき市小名浜字本町５７ 常　勤:    3社　髙木　奈美 新規 現存
     (薬       3) 平27. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4950444450  ベース薬局　なこそ店〒979-0141 0246-78-1701株式会社　ベースファ峯　寿栄子 平21. 3. 1 薬局
     いわき市勿来町窪田町通２－５６常　勤:    1ーマシー　代表取締役 新規 現存
     －１ (薬       1)　沼田　廣 平27. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4960444468  ウェル薬局 〒979-3122 0246-83-2762株式会社　恵　代表取草野　央憲 平21. 4. 6 薬局
     いわき市小川町高萩字上代７２－常　勤:    2締役　草野　央憲 新規 現存
     ８ (薬       2) 平27. 4. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4970444484  スマイル薬局 〒971-8185 0246-75-0130株式会社ベースファー吉原　こずえ 平21. 5. 1 薬局
     いわき市泉町１－３－４ 常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)沼田　廣 平27. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4980444492  株式会社くすりのマル〒974-8232 0246-62-7755株式会社くすりのマル堀田　正博 平21. 4.29 薬局
     ト調剤薬局鳥居店 いわき市錦町綾ノ内１２１ 常　勤:    4ト　代表取締役　安島 移動 現存
     (薬       4)　力 平27. 4.29
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4990444518  アイランド薬局　平店〒970-8026 0246-22-5566アポロメディカルホー春山　豊 平21. 5. 1 薬局
     いわき市平字三倉６５－５ 常　勤:    3ルディングス株式会社 交代 現存
     (薬       3)　代表取締役　我妻　 平27. 5. 1
     非常勤:   22照男
     (薬      22)
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  5000444534  アイランド薬局いわき〒970-8026 0246-22-8822アポロメディカルホー笹布　匡久 平21. 5. 1 薬局
     駅前店 いわき市平三町目２３ 常　勤:    2ルディングス株式会社 交代 現存
     (薬       2)　代表取締役　我妻　 平27. 5. 1
     非常勤:    8照男
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5010444542  鈴木薬局湯本店 〒972-8321 0246-44-2633アポロメディカルホー葛西　恵子 平21. 5. 1 薬局
     いわき市常磐湯本町天王崎１－１常　勤:    5ルディングス株式会社 交代 現存
     ８４ (薬       5)　代表取締役　我妻　 平27. 5. 1
     非常勤:    6照男
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5020444567  パルム薬局つづら店 〒973-8403 0246-68-6541有限会社パルム　取締唐橋　愛美 平21.10. 1 薬局
     いわき市内郷綴町大木下２２－４常　勤:    1役　横濱　明 新規 現存
     (薬       1) 平27.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5030444575  髙木調剤薬局　植田店〒974-8212 0246-68-7730タカギ調剤薬局株式会松本　吉正 平22. 3. 1 薬局
     いわき市東田町２－１５－１３ 常　勤:    1社　代表取締役　髙木 新規 現存
     (薬       1)　奈美 平28. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5040444583  薬局タローファーマシ〒970-8034 0246-28-2112有限会社タロサ　代表荒沢　直弘 平22. 4. 6 薬局
     ー　高専前店 いわき市平上荒川字長尾４０－２常　勤:    2取締役　長谷川　祐一 新規 現存
     (薬       2) 平28. 4. 6
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5050444591  クラフト薬局　小名浜〒971-8122 0246-58-9111クラフト株式会社　代村尾　昇 平22. 4. 1 薬局
     店 いわき市小名浜林城字塚前２１－常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     ３ (薬       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5060444609  株式会社めぐみ薬局 〒971-8182 0246-75-0806株式会社　めぐみ薬局五十嵐　友美 平22. 6. 7 薬局
     いわき市泉町滝尻字定ノ田２２１常　勤:    2　代表取締役　　五十 移動 現存
     －２ (薬       2)嵐　恵 平28. 6. 7
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  5070444617  アイランド薬局　倉前〒970-8026 0246-22-9997アポロメディカルホー鈴木　真昭 平22. 7. 5 薬局
     店 いわき市平字倉前１１３－６ 常　勤:    4ルディングス株式会社 移動 現存
     (薬       4)　代表取締役　我妻　 平28. 7. 5
     非常勤:   18照男
     (薬      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5080444625  有限会社　みどり薬局〒971-8172 0246-96-6040有限会社　みどり薬局松本　伸丈 平22. 9. 1 薬局
     いわき市泉玉露５－１７－１３ 常　勤:    4　代表取締役　松本　 移動 現存
     (薬       4)伸丈 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5090444633  エール薬局小名浜店 〒971-8151 0246-73-3550株式会社メディカル愛西　勝 平23. 1. 1 薬局
     いわき市小名浜岡小名２－９－４非常勤:    5　代表取締役　藤田　 新規 現存
     (薬       5)愛里 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5100444658  イオン薬局いわき店 〒970-8026 0246-41-0017イオンリテール株式会小野寺　琴未 平23. 3. 1 薬局
     いわき市平字三倉６８－１ 常　勤:    3社　代表取締役　岡崎 組織変更 現存
     (薬       3)　双一 平29. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5110444674  合資会社　堀薬局 〒970-8026 0246-22-2326合資会社　堀薬局　代堀　睦子 平23. 5.11 薬局
     いわき市平字南町５－２ 常　勤:    1表社員　堀　賢一 移動 現存
     (薬       1) 平29. 5.11
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5120444690  関船薬局 〒972-8318 0246-44-5291アポロメディカルホー野地　弘之利 平23.10. 1 薬局
     いわき市常磐関船町迎１３－４ 常　勤:    3ルディングス株式会社 組織変更 現存
     (薬       3)　代表取締役　我妻　 平29.10. 1
     非常勤:   12照男
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5130444708  アイランド薬局　童子〒970-8026 0246-35-2670アポロメディカルホー森　泰裕 平23.10. 1 薬局
     町店 いわき市平字童子町１－７ 常　勤:    3ルディングス株式会社 組織変更 現存
     (薬       3)　代表取締役　我妻　 平29.10. 1
     非常勤:   21照男
     (薬      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5140444716  株式会社くすりのマル〒973-8403 0246-45-1118株式会社　くすりのマ吉川　英徳 平23.12. 1 薬局
     ト調剤薬局　川原田店いわき市内郷綴町川原田１１７ 常　勤:    2ルト　代表取締役　安 新規 現存
     (薬       2)島　力 平29.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
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  5150444724  雄飛堂共立病院前薬局〒973-8402 0246-38-6951株式会社　雄飛堂　代長井　素直 平23.12. 1 薬局
     いわき市内郷御厩町久世原２４４常　勤:    3表取締役　大塚　祐一 新規 現存
     －１ (薬       3) 平29.12. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5160444757  洋向台薬局 〒970-0314 0246-55-5515洋向台薬局株式会社　酒井　美智子 平24. 7. 1 薬局
     いわき市洋向台５－２－８ 常　勤:    2代表取締役　髙橋　春 移動 現存
     (薬       2)菜 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5170444765  株式会社　くすりのマ〒970-0314 0246-59-0007株式会社　くすりのマ小西　英紀 平24.10. 1 薬局
     ルト調剤薬局　洋向台いわき市洋向台４－１－３ 常　勤:    2ルト　代表取締役　安 新規 現存
     店 (薬       2)島　力 平24.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5180444773  株式会社　ユモト薬局〒971-8144 0246-38-8964株式会社　ユモト薬局草野　正史 平24.10. 1 薬局
     　鹿島店 いわき市鹿島町久保字反町２６－常　勤:    1　代表取締役　松本　 新規 現存
     １ (薬       1)亘 平24.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5190444781  ベース薬局　湯本店 〒972-8321 0246-72-2877株式会社ベースファー若松　有美 平24.10. 1 薬局
     いわき市常磐湯本町吹谷５７－５常　勤:    4マシー　代表取締役　 移動 現存
     (薬       4)沼田　廣 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5200444807  おなはま薬局 〒971-8167 0246-38-3345株式会社　アイファー田崎　秀和 平24.12. 1 薬局
     いわき市小名浜西君ケ塚町１９－常　勤:    1マ　代表取締役　助川 新規 現存
     １０ (薬       1)　健 平24.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5210444815  アップル薬局 〒973-8403 0246-45-0011株式会社　アップルケ山田　智昭 平25. 1.15 薬局
     いわき市内郷綴町沼尻６５ 常　勤:    3アネット　代表取締役 移動 現存
     (薬       3)　小林　博美 平25. 1.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  5220444823  株式会社くすりのマル〒971-8185 0246-75-2727株式会社　くすりのマ大田　善三郎 平25. 3.21 薬局
     ト調剤薬局　泉店 いわき市泉町滝尻字定の田２５０常　勤:    4ルト　代表取締役　安 移動 現存
     －１ (薬       4)島力 平25. 3.21
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5230444831  エール薬局中町境店 〒971-8163 0246-84-5112株式会社メディカル愛児玉　純一 平25. 6. 1 薬局
     いわき市小名浜中町境１７－１２常　勤:    2　代表取締役　藤田　 新規 現存
     (薬       2)愛里 平25. 6. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5240444849  株式会社くすりのマル〒971-8122 0246-76-1188株式会社くすりのマル加納　伯彦 平25. 7. 1 薬局
     ト調剤薬局　林城店 いわき市小名浜林城字辻前３番地常　勤:    2ト　代表取締役　安島 新規 現存
     ２ (薬       2)　力 平25. 7. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5250444856  有限会社すがなみ薬局〒972-8321 0246-42-2521有限会社すがなみ薬局似鳥　可都子 平25. 9.30 薬局
     いわき市常磐湯本町三函２６０ 常　勤:    1　代表取締役　菅波　 移動 現存
     (薬       1)文恵 平25. 9.30
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5260444864  ラブリー薬局　小名浜〒971-8111 0246-54-9575野村　勉 長瀬　敬子 平26. 4. 1 薬局
     店 いわき市小名浜大原小滝町１９－常　勤:    1 新規 現存
     ２ (薬       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5270444872  調剤薬局ツルハドラッ〒973-8402 0246-45-3268株式会社　ツルハ　代柴田　祐希 平26. 5. 1 薬局
     グ内郷みまや店 いわき市内郷御厩町３丁目１２２常　勤:    1表取締役社長　鶴羽　 新規 現存
     (薬       1)順 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5280444914  マリン薬局 〒970-8043 0246-95-0123クラフト株式会社　代遠藤　俊樹 平26. 7. 1調剤 薬局
     いわき市中央台鹿島２－２８－４常　勤:    5表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     (薬       5) 平26. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  5290444930  株式会社　くすりのマ〒979-0197 0246-65-0555株式会社　くすりのマ堀　悠美 平26.11. 1 薬局
     ルト調剤薬局　窪田店いわき市勿来町窪田十条３－１－常　勤:    3ルト　代表取締役　安 新規 現存
     ３ (薬       3)島力 平26.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5300444948  調剤薬局ツルハドラッ〒971-8172 0246-75-1268株式会社ツルハ　代表小野寺　哲 平27. 2. 1 薬局
     グいわき玉露店 いわき市泉玉露５丁目７－６ 常　勤:    4取締役　鶴羽　順 新規 現存
     (薬       4) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5310444963  みなみ町薬局 〒970-8026 0246-37-0525株式会社　いわき薬品長岡　今日子 平27. 6. 1 薬局
     いわき市平字南町６９ 常　勤:    2　代表取締役　竹本　 移動 現存
     (薬       2)勝彦 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5320444971  日本調剤　いわき薬局〒973-8403 0246-45-2235日本調剤　株式会社　春山　比呂江 平27. 8. 1調剤 薬局
     いわき市内郷綴町沼尻１４８－１常　勤:    2代表取締役　三津原　 新規 現存
     (薬       2)博 平27. 8. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5330445002  仁井田薬局 〒979-0202 0246-32-7268有限会社　慶仁　代表會川　惠美子 平27. 9. 1 薬局
     いわき市四倉町上仁井田字北姥田常　勤:    4取締役　會川　惠美子 移動 現存
     ６－３ (薬       4) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5340445010  薬局タローファーマシ〒970-8036 0246-22-3600有限会社　タロサ　代四位　和也 平27.11. 1 薬局
     ーけいりん場前店 いわき市平谷川瀬一丁目１９－６常　勤:    1表取締役　長谷川　祐 新規 現存
     (薬       1)一 平27.11. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5350445028  アイン薬局　いわき小〒973-8411 0246-45-2120株式会社　アインファ佐藤　久 平27.11. 1調剤 薬局
     島店 いわき市小島町１－５－１０ 常　勤:    5ーマシーズ　代表取締 組織変更 現存
     (薬       5)役　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5360445036  アイル薬局住吉店 〒971-8101 0246-76-0898有限会社　雅　代表取赤津　美枝 平27.11. 1 薬局
     いわき市小名浜住吉字冠木１－２常　勤:    3締役　赤津　雅美 移動 現存
     (薬       3) 平27.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
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  5370445051  調剤薬局ツルハドラッ〒970-8006 0246-35-0816株式会社ツルハ　代表石島　慶一 平28. 3. 1 薬局
     グ平窪店 いわき市平下平窪山土内町１－１常　勤:    2取締役社長　鶴羽　順 新規 現存
     (薬       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5380445069  アイン薬局いわき富岡〒971-8112 0246-54-1080株式会社アインファー柳内　裕美 平28. 7. 1 薬局
     店 いわき市小名浜南富岡字富士前５常　勤:    4マシーズ　代表取締役 新規 現存
     ７ (薬       4)　大石　美也 平28. 7. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5390445085  ファーマライズ薬局　〒973-8404 0246-45-1871ファーマライズ株式会勝又　麻美 平28. 6. 1 薬局
     内郷店 いわき市内郷内町立町８３の２ 常　勤:    3社　代表取締役　田仲 交代 現存
     (薬       3)　義弘 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5400445093  アップル薬局長橋店 〒970-8026 0246-23-5171株式会社アップルケア苦田　久美子 平28.12. 4 薬局
     いわき市平字長橋町５２番地 常　勤:    2ネット　代表取締役　 移動 現存
     (薬       2)小林　博美 平28.12. 4
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5410445119  ハル薬局 〒970-8026 0246-84-7861安田　真澄 安田　貢 平29. 4. 1調剤 薬局
     いわき市平字五町目１８－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5420445127  アップル薬局　小名浜〒971-8111 0246-85-5434株式会社アップルケア金成　早織 平29. 4. 1調剤 薬局
     店 いわき市小名浜大原字丁新地９番常　勤:    1ネット　代表取締役　 新規 現存
     地５ (薬       1)小林　博美 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5430445135  廣美薬局 〒970-8026 0246-23-6001株式会社　武田薬局　新谷　紀幸 平29. 4. 1 薬局
     いわき市平字菱川町７－１４ 常　勤:    3代表取締役　武田　修 交代 現存
     (薬       3) 平29. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  5440445143  株式会社くすりのマル〒972-0161 0246-85-5551株式会社くすりのマル平井　雅貴 平29. 6. 1 薬局
     ト調剤薬局　遠野店 いわき市遠野町上遠野字本町６７常　勤:    2ト　代表取締役　安島 新規 現存
     －２ (薬       2)　力 平29. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5450445150  さくら調剤薬局 〒970-8014 0246-85-5235株式会社さくらファー岡村　秀貴 平29. 9. 1 薬局
     いわき市平幕ノ内字五反田９－３常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)岡村　秀貴 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5460445168  くすのき薬局 〒972-8301 0246-88-8424株式会社薬の樹　代表赤津　秀幸 平29. 9. 1 薬局
     いわき市草木台５丁目１－８ 常　勤:    4取締役　染谷　一孝 新規 現存
     (薬       4) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5470445176  グレイス薬局 〒970-8026 0246-35-5678有限会社パルム　取締大井川　新一 平29.10. 1 薬局
     いわき市平字紺屋町１番地 常　勤:    1役　横濱　明 交代 現存
     (薬       1) 平29.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5480445184  たまち薬局 〒970-8026 0246-37-7622山口薬品株式会社　代関尾　美結 平29.10. 1 薬局
     いわき市平字田町７５－５ 常　勤:    1表取締役　山口　仁 交代 現存
     (薬       1) 平29.10. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5490445192  光栄薬局　上荒川店 〒970-8034 0246-28-3061株式会社光栄薬局　代山口　宗之 平30. 2. 1 薬局
     いわき市平上荒川字長尾１６サカ常　勤:    4表取締役　大塚　祐一 移動 現存
     トミビル１階 (薬       4) 平30. 2. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5500445200  株式会社くすりのマル〒971-8111 0246-92-4678株式会社くすりのマル白 　美紀 平30. 4. 1 薬局
     ト調剤薬局　君ケ塚店いわき市小名浜大原字下小滝１５常　勤:    2ト　代表取締役　安島 移動 現存
     ８－２ (薬       2)　力 平30. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  5510445218  イオン薬局イオンスタ〒971-8555 0246-73-7230イオンリテール株式会石橋　朋大 平30. 6. 1 薬局
     イルいわき小名浜 いわき市いわき都市計画小名浜港常　勤:    3社　代表取締役　岡崎 新規 現存
     背後地震災復興土地区画整理事業(薬       3)　双一 平30. 6. 1
     地内　街区番号２符号１，２，３非常勤:    2
     ，４　街区番号１符号１－１，１(薬       2)
     －２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5520445226  ウエルシア薬局　いわ〒974-8232 080-4962-4945ウエルシア薬局株式会頃末　敏文 平30. 6. 1 薬局
     き錦店 いわき市錦町花ノ井３０番地の１常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5530540133  株式会社ワタナベ薬局〒961-0905 0248-23-2011株式会社　ワタナベ薬渡辺　妙子 昭50. 3. 8 薬局
     白河市本町６ 常　勤:    1局　代表取締役　渡辺 組織変更 現存
     (薬       1)　力 平29. 3. 8
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5540540208  堀田薬局 〒961-0911 0248-23-2234堀田　信一 堀田　信一 平 5. 9. 1 薬局
     白河市字桜町１７９ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5550540216  有限会社やざわ薬局 〒961-0841 0248-24-2323有限会社やざわ薬局　谷澤　雅司 平 6. 4. 1 薬局
     白河市字古高山３－５６ 常　勤:    1代表取締役　谷澤　雅 新規 現存
     (薬       1)司 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5560540273  だるま薬局 〒961-0954 0248-23-0613河北調剤　株式会社　人見　恵子 平10. 2. 1 薬局
     白河市天神町１－１ 常　勤:    1代表取締役　藤田　和 組織変更 現存
     (薬       1)義 平28. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5570540281  あい調剤薬局南湖店 〒961-0835 0248-58-1055トミタ医療株式会社　島　正義 平10. 4. 1 薬局
     白河市白坂字石阿弥陀３５ー５ 常　勤:    4代表取締役　冨田　浩 新規 現存
     (薬       4)久 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5580540315  今井調剤薬局　南真舟〒961-0982 0248-22-9985今井　源佐武郎 今井　源佐武郎 平11. 5. 1 薬局
     店 白河市南真舟６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  5590540331  ファーコス薬局　めぐ〒961-0092 0248-31-2101株式会社ファーコス　三輪　光尊 平11.12. 1 薬局
     み 白河市字六反山１０－２６ 常　勤:    4代表取締役　島田　光 新規 現存
     (薬       4)明 平29.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5600540349  わかば薬局 〒961-0074 0248-31-2655株式会社ファルコム　金澤　邦和 平12. 4. 1 薬局
     白河市郭内１２－２１ 常　勤:    2代表取締役　渡辺　力 新規 現存
     (薬       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5610540356  あい調剤薬局旭店 〒961-0912 0248-21-0577トミタ医療株式会社　宮崎　剛 平12. 8. 1 薬局
     白河市字旭町２－４７ 常　勤:    2代表取締役　冨田　浩 新規 現存
     (薬       2)久 平24. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5620540364  ふじた調剤薬局 〒961-0041 0248-22-8848有限会社ふじた調剤薬藤田　佳子 平12. 8. 1 薬局
     白河市字結城１２１－６ 常　勤:    1局　代表取締役藤田佳 組織変更 現存
     (薬       1)子 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5630540372  ファーコス薬局　つく〒961-0051 0248-21-0381株式会社ファーコス　小林　孝史 平12. 8. 1 薬局
     し 白河市大字大鹿島前２５－１ 常　勤:    2代表取締役　島田光明 新規 現存
     (薬       2) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5640540380  あい調剤薬局新白河店〒961-0972 0248-21-0622トミタ医療株式会社　中山　良一 平12.11. 1 薬局
     白河市字立石１４２－１ 常　勤:    2代表取締役　冨田　浩 新規 現存
     (薬       2)久 平24.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5650540414  白河の杜薬局 〒961-0831 0248-21-1255株式会社　メディカル菊池　真由美 平16.12. 1 薬局
     白河市老久保１６－１ 常　勤:    3サポート　代表取締役 新規 現存
     (薬       3)　鈴木　克宜 平28.12. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  5660540422  コスモ調剤薬局白河駅〒961-0908 0248-21-2180株式会社　コスモファ佐藤　達也 平17. 5. 2 薬局
     前店 白河市大手町１４－７ 常　勤:    1ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     (薬       1)田　愛里 平29. 9. 1
     非常勤:   18
     (薬      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5670540430  さくら薬局　白河中央〒961-0957 0248-21-2189株式会社河北　代表取中村　嘉仁 平17. 8. 1 薬局
     店 白河市道場小路９１－９　やぎビ常　勤:    3締役　藤田　和義 新規 現存
     ル１Ｆ (薬       3) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5680540448  ベル薬局 〒961-0309 0248-34-3388石原　智恵子 石原　智恵子 平 7. 1.13 薬局
     白河市東深仁井田字天上林６－４常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平28. 1.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5690540463  あゆみ調剤薬局 〒969-0309 0248-54-5050有限会社　降矢薬局　降矢　明美 平14.10. 1 薬局
     白河市大信町屋字町屋１０７－２常　勤:    1代表取締役　降矢　常 新規 現存
     (薬       1)雄 平26.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5700540505  もみじ薬局　東店 〒961-0309 0248-34-3699株式会社　アイエス　鈴木　祐一 平18.12. 4 薬局
     白河市東深仁井田字道山６－４０常　勤:    1代表取締役　　鈴木　 新規 現存
     (薬       1)祐一 平24.12. 4
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5710540513  ファーコス　めぐみ薬〒961-0062 0248-21-1887株式会社　ファーコス面川　翔太 平19. 2. 1 薬局
     局北店 白河市外薄葉１７－５ 常　勤:    4　代表取締役社長　島 新規 現存
     (薬       4)田　光明 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5720540521  みなみ調剤薬局 〒961-0831 0248-21-0053株式会社　フォレスト石岡　聡 平19. 9. 1 薬局
     白河市老久保１３－５ 常　勤:    2　代表取締役　　渡辺 交代 現存
     (薬       2)　力 平25. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5730540554  さくら薬局　北白河店〒961-0005 0248-21-1836株式会社河北　代表取大島　弘 平20. 5. 1 薬局
     白河市豊地弥次郎２－１ 常　勤:    3締役　藤田　和義 新規 現存
     (薬       3) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  5740540562  アイランド薬局　弥次〒961-0005 0248-24-1189アポロメディカルホー山本　直樹 平21. 3. 2 薬局
     郎店 白河市豊地弥次郎３４－１ 常　勤:    6ルディングス株式会社 新規 現存
     (薬       6)　代表取締役　我妻　 平27. 3. 2
     非常勤:   14照男
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5750540570  ファーコス薬局　白河〒961-0092 0248-27-1185株式会社ファーコス　大越　学 平21. 4. 1 薬局
     白河市六反山１０－３６ 常　勤:    4代表取締役　島田　光 交代 現存
     (薬       4)明 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5760540596  あけぼの薬局　新白河〒961-0005 0248-21-7186株式会社　あけぼの東渡邉　智明 平23. 3. 1 薬局
     店 白河市豊地弥次郎９１－１ 常　勤:    4北　代表取締役　鈴木 交代 現存
     (薬       4)　孝雄 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5770540604  ウイン調剤薬局白河店〒961-0975 0248-21-6689ウインファーマ株式会久保田　希 平27. 5. 1 薬局
     白河市立石山１１－５ 常　勤:    1社　代表取締役　藤田 新規 現存
     (薬       1)　勝久 平27. 5. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5780540612  ローズ薬局 〒961-0042 0248-24-0030島原　壮信 島原　壮信 平27.11. 2 薬局
     白河市金鈴４－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平27.11. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5790540620  カワチ薬局　白河店 〒961-0971 0248-21-0201株式会社カワチ薬品　見川　夢 平28.10. 1 薬局
     白河市昭和町１８８ 常　勤:    2代表取締役　河内　伸 新規 現存
     (薬       2)二 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5800540638  オザキ薬局 〒961-0951 0248-22-8883小﨑　陽一郎 小﨑　陽一郎 平29. 6. 1 薬局
     白河市中町４９ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (薬       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5810540646  さくら薬局　横町店 〒961-0907 0248-31-2511株式会社河北　代表取三科　龍平 平29. 9. 4 薬局
     白河市横町５－２ 常　勤:    2締役　藤田　和義 移動 現存
     (薬       2) 平29. 9. 4
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  5820740188  フジ薬局 〒962-0832 0248-72-2003株式会社　ＬａｓｉＱ藤田　元 平 3. 9. 1 薬局
     須賀川市本町４７ 常　勤:    1　代表取締役　藤田　 組織変更 現存
     (薬       1)元 平24. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5830740238  アイランド薬局　須賀〒962-0856 0248-72-1189アポロメディカルホー志田　朋子 平 7. 7. 1 薬局
     川店 須賀川市北町９ 常　勤:    4ルディングス株式会社 新規 現存
     (薬       4)　代表取締役　我妻　 平28. 7. 1
     非常勤:   18照男
     (薬      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5840740261  たけうち調剤薬局駅前〒962-0858 0248-76-8880有限会社　竹内ファー竹内　修司 平 9. 8. 1 薬局
     店 須賀川市栄町２７２番地 常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)竹内　修司 平24. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5850740279  コスモ調剤薬局須賀川〒962-0851 0248-73-1300株式会社　コスモファ伏見　康治 平 9. 9. 1 薬局
     駅前店 須賀川市中宿４４４ 常　勤:    5ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     (薬       5)田　愛里 平24. 9. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5860740287  クオール薬局　てらま〒962-0844 0248-63-2566クオール株式会社　代川野邉　伸雄 平 9. 9. 1 薬局
     ち店 須賀川市東町１１６ー１ 常　勤:    2表取締役　中村　敬 新規 現存
     (薬       2) 平24. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5870740337  チェリー調剤薬局 〒962-0063 0248-75-7455有限会社　ウエダ　代植田　公孝 平10. 2. 1 薬局
     須賀川市西山寺町２２９ 常　勤:    2表取締役　植田　公孝 新規 現存
     (薬       2) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5880740345  メイプル調剤薬局 〒962-0853 0248-76-8600細井　正彦 細井　正彦 平10. 6. 1 薬局
     須賀川市前川５０ー１ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  5890740352  コスモ調剤薬局牡丹台〒962-0814 0248-63-3700株式会社　コスモファ長原　巳智夫 平11. 2. 1 薬局
     店 須賀川市大字前田川字宮の前２２常　勤:    1ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     ５－１３ (薬       1)田　愛里 平29. 2. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5900740360  コスモ調剤薬局　須賀〒962-0839 0248-63-8810株式会社　コスモファ小林　千喜子 平13. 5. 1 薬局
     川大町店 須賀川市大町２８４ 常　勤:    2ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     (薬       2)田　愛里 平25. 5. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5910740378  自由ヶ丘調剤薬局 〒962-0813 0248-72-2566有限会社　竹内ファー竹内　正人 平16. 2. 2 薬局
     須賀川市大字和田字弥六内３５６常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     －５ (薬       1)竹内　修司 平28. 2. 2
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5920740386  クオール薬局　須賀川〒962-0032 0248-63-8489クオール株式会社　代手塚　佳祐 平16. 4. 1 薬局
     店 須賀川市大袋町１８７－２ 常　勤:    3表取締役　中村　敬 新規 現存
     (薬       3) 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5930740394  クオール薬局　須賀川〒962-0817 0248-63-7370クオール株式会社　代松本　豊 平16. 9. 1 薬局
     南店 須賀川市南上町１１５－２ 常　勤:    2表取締役　中村　敬 新規 現存
     (薬       2) 平28. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5940740402  アイランド薬局　東作〒962-0822 0248-72-4189アポロメディカルホー菅野　義晃 平16. 9. 1 薬局
     店 須賀川市東作１４６－１８ 常　勤:    2ルディングス株式会社 新規 現存
     (薬       2)　代表取締役　我妻　 平28. 9. 1
     非常勤:    6照男
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5950740410  コスモ調剤薬局　長沼〒962-0122 0248-69-1550株式会社　コスモファ小林　サチ子 平16. 1. 1 薬局
     店 須賀川市木之崎字寺前９８－１ 常　勤:    2ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     (薬       2)田　愛里 平28. 1. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  5960740436  カワチ薬局　須賀川東〒962-0817 0248-63-8357株式会社カワチ薬品　九里　睦月 平17. 9.16 薬局
     店 須賀川市南上町２３８－１ 常　勤:    5代表取締役社長　河内 新規 現存
     (薬       5)　伸二 平29. 9.16
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5970740444  調剤薬局くすりの大福〒962-0063 0248-63-9975有限会社　大福　代表市川　公司 平18. 5. 1 薬局
     須賀川市西山寺町１８ 常　勤:    3取締役　市川　公司 新規 現存
     (薬       3) 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5980740451  コスモ調剤薬局　下宿〒962-0007 0248-63-8386株式会社　コスモファ髙倉　泰子 平18.10. 1 薬局
     店 須賀川市下宿町６０ 常　勤:    1ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     (薬       1)田　愛里 平24.10. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5990740493  隆盛堂調剤薬局 〒962-0848 0248-73-2213藤田　と志子 菅野　めぐみ 平19.11. 1 薬局
     須賀川市弘法坦１０９ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6000740501  大町調剤薬局 〒962-0839 0248-94-5119遠藤　順一 遠藤　順一 平19.12. 3 薬局
     須賀川市大町４０３－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平25.12. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6010740519  スマイル調剤薬局宮の〒962-0001 0248-94-8288有限会社エイジー　代山田　仁美 平21. 6. 1 薬局
     杜店 須賀川市森宿字横見根１３－８６常　勤:    2表取締役　鳩山　栄志 新規 現存
     (薬       2) 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6020740535  サンキュー薬局　すわ〒962-0847 0248-63-7539有限会社サンキュー薬川越　真希 平21.11. 1 薬局
     まち店 須賀川市諏訪町７－１ 常　勤:    3局　代表取締役　中野 新規 現存
     (薬       3)　義照 平27.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6030740543  アイランド薬局　丸田〒962-0022 0248-73-1189アポロメディカルホー池田　寛 平21.11. 1 薬局
     店 須賀川市丸田町４７－１ 常　勤:    8ルディングス株式会社 移動 現存
     (薬       8)　代表取締役　我妻　 平27.11. 1
     非常勤:   17照男
     (薬      17)
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  6040740550  アイル薬局須賀川店 〒962-0062 0248-72-9105株式会社メディカル・久保田　樹佳 平21.11. 1 薬局
     須賀川市山寺町３９番地 常　勤:    1エイド東北　代表取締 交代 現存
     (薬       1)役　久保田　樹佳 平27.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6050740568  さくら調剤薬局 〒962-0031 0248-73-1005株式会社水交社　代表仲西　宏之 平22. 4. 1 薬局
     須賀川市影沼町２２６－４ 常　勤:    1取締役　仲西　宏之 組織変更 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6060740576  調剤薬局ゼネファーム〒962-0838 有限会社　ゼネラルフ川島　和弘 平24. 4. 2 薬局
     　南町店 須賀川市南町３１７－１ 常　勤:    2ァーマシー　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　伏見　勝彦 平30. 4. 2
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6070740584  須賀川スカイ薬局 〒962-0001 0248-63-8611株式会社　メディカル折笠　朗美 平24. 4. 1 薬局
     須賀川市森宿字狐石１２９－４５常　勤:    3愛　代表取締役　藤田 移動 現存
     (薬       3)　愛里 平30. 4. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6080740592  すみれ薬局 〒962-0842 0248-94-8343株式会社　ＬａｓｉＱ笹島　世津子 平25. 9. 1 薬局
     須賀川市宮先町２５番１ 常　勤:    1　代表取締役　藤田　 新規 現存
     (薬       1)元 平25. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6090740600  メルシー薬局　西川店〒962-0062 0248-94-2871朝日薬品株式会社　代中村　久幸 平26. 9. 1調剤 薬局
     須賀川市山寺町１７０ 常　勤:    4表取締役　大内　貢 新規 現存
     (薬       4) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6100740618  さくら薬局　須賀川北〒962-0856 0248-72-3121クラフト　株式会社　鈴木　裕介 平26.11. 1 薬局
     町店 須賀川市北町１０－１ 常　勤:    3代表取締役　大塚　吉 組織変更 現存
     (薬       3)史 平26.11. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6110740626  カワチ薬局　須賀川店〒962-0012 0248-63-7350株式会社カワチ薬品　内藤　貴之 平27.12. 1 薬局
     須賀川市陣場町１ 常　勤:    1代表取締役　河内　伸 新規 現存
     (薬       1)二 平27.12. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)



 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［福島県］

［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    82 頁

  6120740634  サンプラス調剤薬局 〒962-0838 0248-63-2678株式会社ＬａｓｉＱ　松井　朋子 平29.11. 1 薬局
     須賀川市南町９３ 常　勤:    2代表取締役　藤田　元 交代 現存
     (薬       2) 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6130840145  合資会社岩田薬局 〒966-0064 0241-22-0278合資会社岩田薬局　代岩田　守弘 平 4. 7.23 薬局
     喜多方市字惣座宮２７１２ 常　勤:    1表社員　岩田　守弘 移動 現存
     (薬       1) 平28. 7.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6140840160  清水薬局 〒966-0817 0241-22-0533清水薬草有限会社　代清水　純子 平 9. 1. 1 薬局
     喜多方市字三丁目４８３５ 常　勤:    1表取締役清水智 組織変更 現存
     (薬       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6150840178  きたかた薬局 〒966-0015 0241-21-1201株式会社　あい　代表壽田　正夫 平10. 2. 1 薬局
     喜多方市関柴町上高額字広面６８常　勤:    1取締役　大野　雅志 新規 現存
     １－４ (薬       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6160840186  クオール薬局　せきし〒966-0015 0241-21-1223クオール　株式会社　相澤　峻 平10. 3. 1 薬局
     ば店 喜多方市関柴町上高額字広面６８常　勤:    2代表取締役　中村　敬 新規 現存
     １ー１ (薬       2) 平28. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6170840210  いいで薬局 〒966-0049 0241-21-1194有限会社アトラス　代遠藤　幸江 平10. 9. 1 薬局
     喜多方市字長面３０８９ー１ 常　勤:    1表取締役　遠藤　眞也 新規 現存
     (薬       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6180840228  蔵まち薬局 〒966-0049 0241-21-1751有限会社ラポート　代長谷川　博康 平10. 9. 1 薬局
     喜多方市字長面３０８６ 常　勤:    1表取締役　長谷川　博 新規 現存
     (薬       1)康 平28. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6190840236  いいで薬局鳥見山店 〒966-0901 0241-21-1159有限会社アトラス　代高橋　秀和 平10.11. 1 薬局
     喜多方市松山町鳥見山字川原田３常　勤:    3表取締役　遠藤　眞也 新規 現存
     ９０４－１ (薬       3) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  6200840244  クオール薬局　喜多方〒966-0902 0241-21-9611クオール株式会社　代松川　優太 平13. 7. 1 薬局
     店 喜多方市松山町村松字北原３６４常　勤:    3表取締役　中村　敬 新規 現存
     ３－５ (薬       3) 平25. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6210840269  クオール薬局　さつき〒966-0902 0241-21-4189クオール株式会社　代松下　俊介 平14. 3. 1 薬局
     店 喜多方市松山町村松字北原３６３常　勤:    1表取締役　中村　敬 新規 現存
     ９－５ (薬       1) 平26. 3. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6220840277  中央薬局 〒966-0092 0241-21-1337有限会社　日本メディ荒井　尚之 平14.11. 1 薬局
     喜多方市字清水台３－１１３ 常　勤:    1カル　代表取締役　佐 新規 現存
     (薬       1)野　恭広 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6230840285  ひので薬局 〒966-0838 0241-21-1321有限会社　エムアンド五十嵐　光生 平14.11. 1 薬局
     喜多方市字永久７７１５－１ 常　勤:    2アイ　代表取締役　大 新規 現存
     (薬       2)井　君江 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6240840293  葵調剤薬局　喜多方店〒966-0853 0241-21-1785株式会社　葵調剤　代佐々木　剛 平14.12. 1 薬局
     喜多方市字千苅８５４４－１３ 常　勤:    1表取締役　生駒　忠史 新規 現存
     (薬       1) 平26.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6250840319  あすなろ薬局 〒966-0095 0241-21-1124有限会社　義豊　代表塚本　歌子 平15. 7. 1 薬局
     喜多方市字押切東１－３２－２ 常　勤:    1取締役　塚本　歌子 新規 現存
     (薬       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6260840327  そうごう薬局　喜多方〒966-0015 0241-24-5531総合メディカル株式会今泉　拓磨 平15.10. 1 薬局
     店 喜多方市関柴町上高額字広面６５常　勤:    2社　代表取締役　坂本 新規 現存
     ７－１０ (薬       2)　賢治 平27.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6270840335  新町調剤薬局 〒966-0804 0241-22-1621株式会社葵調剤　代表齋藤　辰美 平17. 7. 1 薬局
     喜多方市沼田６９９６ 常　勤:    1取締役　生駒　忠史 新規 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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  6280840368  しおかわ調剤薬局 〒969-3512 0241-27-8425有限会社　ミット　代松村　和子 平17.11. 1 薬局
     喜多方市塩川町東栄町５－５－１常　勤:    1表取締役　杉本　秀治 新規 現存
     ２ (薬       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6290840376  おぐに薬局 〒966-0085 0241-21-9669有限会社矢部　代表取矢部　重幸 平19.12.10 薬局
     喜多方市字江中子４１８４－４ 常　勤:    1締役　矢部　重幸 移動 現存
     (薬       1) 平25.12.10
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6300840384  ふじき薬局 〒966-0085 0241-24-3121有限会社　山商　代表藤ノ木　拓也 平20. 2. 1 薬局
     喜多方市字江中子４１７９－１６常　勤:    1取締役　小澤　佳嗣 新規 現存
     (薬       1) 平26. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6310840392  あんず薬局 〒966-0819 0241-24-5301株式会社　葵調剤　代今泉　利恵 平20. 4. 1 薬局
     喜多方市字一丁目４５６９ー３ 常　勤:    1表取締役　生駒　忠史 交代 現存
     (薬       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6320840418  磐梯調剤薬局 〒966-0083 0241-23-5347株式会社トータルリー菅野　哲司 平23. 6. 1 薬局
     喜多方市字六枚長４２２１－９西常　勤:    2プ　代表取締役　吉田 新規 現存
     四ッ谷ホームズ１０１号室 (薬       2)　弘 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6330840426  エール薬局　喜多方店〒966-0083 0241-21-8118株式会社メディカル愛香川　美智子 平23. 7. 1 薬局
     喜多方市字六枚長４２２１－７ 常　勤:    2　代表取締役　藤田　 新規 現存
     (薬       2)愛里 平29. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6340840434  喜多方　あいあい薬局〒966-0817 0241-23-5786株式会社　メディカル大竹　毅 平24.12. 1 薬局
     喜多方市字３丁目４７８１番２ 常　勤:    1ピース　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)加藤　博信 平24.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  6350840442  山内薬品薬局 〒969-3512 0241-27-8638合資会社　山内薬品　津村　真由美 平24.12. 1 薬局
     喜多方市塩川町東栄町１－２－６常　勤:    2代表社員　津村　真由 移動 現存
     (薬       2)美 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6360840459  ウエルシア薬局　喜多〒966-0801 0241-21-4426ウエルシア薬局株式会仲島　陽介 平28. 1. 4 薬局
     方常盤台店 喜多方市常盤台４６番１ 常　勤:    2社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       2)　秀晴 平28. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6370940192  パーム調剤薬局相馬店〒976-0042 0244-35-0823株式会社プリスクリプ渡邉　聡志 平 5. 7. 1 薬局
     相馬市中村字荒井町４４ 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29. 9. 1
     非常勤:    8生駒　忠史
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6380940200  かくまる薬局 〒976-0042 0244-35-5334舘岡　秀明 舘岡　久美子 平 7. 1. 1 薬局
     相馬市中村１－７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6390940218  ニコニコ調剤薬局 〒976-0016 0244-37-2589有限会社　かねざわ　金澤　康之 平10. 4. 1 薬局
     相馬市沖ノ内３－６－１５ 常　勤:    1取締役　金澤　康之 新規 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6400940226  パーム薬局東相馬店 〒976-0016 0244-37-3338株式会社プリスクリプ及川　貞明 平12. 4. 1 薬局
     相馬市沖の内２－１６－６ 常　勤:    3ション・エルムアンド 新規 現存
     (薬       3)パーム　代表取締役　 平30. 4. 1
     非常勤:    6生駒　忠史
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6410940267  桜薬局 〒976-0037 0244-37-3930田中　政義 田中　政義 平13. 9. 1 薬局
     相馬市中野字寺前４２６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6420940291  そうごう薬局　相馬店〒976-0032 0244-35-0241総合メディカル株式会平野　喜也 平19. 5. 1 薬局
     相馬市大曲字大毛内７７－５ 常　勤:    3社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       3)　賢治 平25. 5. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  6430940325  エルム調剤薬局　相馬〒976-0016 0244-37-3360株式会社　プリスクリ荒木　美智子 平20.12. 1 薬局
     店 相馬市沖ノ内１－２－５ 常　勤:    3プション・エルムアン 新規 現存
     (薬       3)ドパーム　代表取締役 平26.12. 1
     非常勤:    6　生駒　忠史
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6440940333  アップル薬局　相馬店〒976-0042 0244-35-1370株式会社アップルケア土橋　里香 平21.10. 1 薬局
     相馬市中村字川沼３０８ 常　勤:    3ネット　代表取締役社 新規 現存
     (薬       3)長　小林　博美 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6450940366  桜井薬局 〒976-0042 0244-35-2250桜井　利彦 桜井　利彦 平23. 5.12 薬局
     相馬市中村２－６－６ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平29. 5.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6460940374  さくら薬局　相馬桜ケ〒976-0042 0244-26-9551クラフト株式会社　代田村　咲希 平24. 4. 1 薬局
     丘店 相馬市中村字桜ケ丘２１２－１ 常　勤:    1表取締役　大塚　吉史 新規 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6470940382  つかのまち調剤薬局 〒976-0015 0244-26-6951株式会社メディカメン遠藤　壮 平25.12. 1 薬局
     相馬市塚ノ町１丁目１４－７ 常　勤:    1テ　代表取締役　神林 新規 現存
     (薬       1)　明仁 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6480940408  みどり薬局 〒976-0042 0244-35-2806株式会社ダウザー水野菅野　睦子 平29.12. 1 薬局
     相馬市中村字曲田１１４ 常　勤:    1薬局　代表取締役　加 交代 現存
     (薬       1)藤　貴拡 平29.12. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6490940424  そよ風薬局　相馬店 〒976-0011 0244-37-4010株式会社ファーマみら熊川　由紀子 平25.11. 1 薬局
     相馬市新沼字坪ヶ迫９８ 常　勤:    5い　代表取締役　清原 組織変更 現存
     (薬       5)　陽子 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6500940440  さくら薬局　相馬店 〒976-0011 0244-37-8788クラフト　株式会社　佐藤　仁彦 平27. 3. 1 薬局
     相馬市新沼字坪ヶ迫１３５－８ 常　勤:    3代表取締役　大塚吉史 移動 現存
     (薬       3) 平27. 3. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
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  6510940457  パーム薬局泉町店 〒976-0042 0244-32-0006株式会社プリスクリプ黒沢　百合 平27. 5. 1 薬局
     相馬市中村字泉町１４－４ 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27. 5. 1
     非常勤:   12生駒　忠史
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6520940465  ファーマみらい　相馬〒976-0042 0244-32-0189株式会社ファーマみら佐々木　裕平 平28. 5. 1 薬局
     塚田薬局 相馬市中村字塚田５２－１プレシ常　勤:    2い　代表取締役　清原 新規 現存
     ャス桜ヶ丘１Ｆ (薬       2)　陽子 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6530940473  フロンティア薬局相馬〒976-0006 0244-37-7717株式会社フロンティア志田藤　真理 平30. 5. 1 薬局
     店 相馬市石上字南蛯沢６２２－３ 常　勤:    3　代表取締役　重森　 移動 現存
     (薬       3)裕之 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6541040133  有限会社　白河屋薬局〒964-0902 0243-23-0511有限会社　白河屋薬局鈴木　元昭 平 3. 3. 1 薬局
     二本松市竹田１－２５ 常　勤:    2　代表取締役　鈴木　 移動 現存
     (薬       2)元昭 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6551040141  有限会社　太陽堂薬局〒964-0906 0243-22-0576有限会社　太陽堂薬局藤田　俊徳 平 4.11. 1 薬局
     二本松市若宮２－１５７－５ 常　勤:    1　代表取締役　藤田　 組織変更 休止
     (薬       1)俊徳 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6561040158  ポプラ薬局 〒964-0903 0243-22-8585西脇　良恵 西脇　良恵 平 6.11. 1 薬局
     二本松市根崎１－４４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6571040208  ファーコス薬局　かす〒964-0871 0243-22-6420株式会社ファーコス　渡邉　直人 平10.10. 1 薬局
     み 二本松市成田町１ー８１７ー１ー常　勤:    1代表取締役　島田　光 新規 現存
     １ (薬       1)明 平28.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6581040216  キュウキュウ堂薬局　〒964-0871 0243-22-8899株式会社　キュウキュ伊藤　光恵 平10.10. 1 薬局
     二本松店 二本松市成田町１ー８１２ー３ 常　勤:    3ウ堂薬局　代表取締役 新規 現存
     (薬       3)　髙澤　貢 平28.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  6591040232  山口薬局二本松店 〒964-0917 0243-62-3105山口薬品株式会社　代影山　昌宏 平11. 4. 1 薬局
     二本松市本町１－４８ 常　勤:    3表取締役　山口仁 新規 現存
     (薬       3) 平29. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6601040299  コスモ調剤薬局　郭内〒964-0904 0243-62-0810株式会社　コスモファ本田　孝二 平14.11. 1 薬局
     店 二本松市郭内１－２３－５ 常　勤:    1ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     (薬       1)田　愛里 平26.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6611040307  わかば薬局 〒964-0906 0243-23-8181株式会社メディカル・喜古　祐子 平17. 6. 1 薬局
     二本松市若宮１－１８２ 常　勤:    2ファクトリー　代表取 新規 現存
     (薬       2)締役　藤島　健弘 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6621040315  コスモ調剤薬局西池店〒964-0875 0243-62-1080株式会社　コスモファ武田　淳平 平17.11. 1 薬局
     二本松市槻木２５０－４ 常　勤:    2ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     (薬       2)田　愛里 平29.11. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6631040331  あだち調剤薬局 〒969-1404 0243-22-6680有限会社　いずみ調剤多賀　一郎 平 9.11. 1 薬局
     二本松市油井字背戸谷地７ー６ 常　勤:    2　代表取締役　菅原　 新規 現存
     (薬       2)憲太郎 平24.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6641040349  伊藤薬局 〒969-1404 0243-22-3920有限会社　伊藤のくす伊藤　勝康 平12.11.15 薬局
     二本松市油井字道田１－１２ 常　勤:    1り　代表取締役　伊藤 組織変更 現存
     (薬       1)　勝康 平24.11.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6651040356  コスモ調剤薬局　東和〒964-0202 0243-66-2880株式会社　コスモファ斎藤　達彦 平13.10. 1 薬局
     町店 二本松市針道字蔵下１１０－１ 常　勤:    2ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     (薬       2)田　愛里 平25.10. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  6661040364  保原薬局油井店 〒969-1404 0243-62-1521株式会社福島医療サー茂木　利武 平18. 5. 1 薬局
     二本松市油井字八軒町３３ 常　勤:    2ビス　代表取締役　高 新規 現存
     (薬       2)野　真紀夫 平30. 5. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6671040372  アイランド薬局　二本〒964-0867 0243-62-1089アポロメディカルホー篠木　瞬 平18.12. 1 薬局
     松店 二本松市住吉１０２－３ 常　勤:    8ルディングス株式会社 新規 現存
     (薬       8)　代表取締役　我妻　 平24.12. 1
     非常勤:   20照男
     (薬      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6681040380  コスモ調剤薬局油井店〒969-1404 0243-62-2088株式会社コスモファー橘　伸至 平19.10. 1 薬局
     二本松市油井字福岡４４１－２ 常　勤:    2マ　代表取締役　藤田 新規 現存
     (薬       2)　愛里 平25.10. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6691040406  調剤薬局ツルハドラッ〒964-0906 0243-62-0280株式会社　ツルハ　代黒澤　政樹 平20.11. 1 薬局
     グ二本松店 二本松市若宮２－９３ 常　勤:    1表取締役社長　鶴羽　 新規 現存
     (薬       1)順 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6701040422  高越薬局 〒964-0881 0243-62-1877株式会社　ベースファ荒木　鷹広 平21. 3. 1 薬局
     二本松市藤之前３３－１ 常　勤:    4ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       4)　沼田　廣 平27. 3. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6711040448  ゼネファーム薬局　本〒964-0917 0243-24-1261有限会社ゼネラルファ阿部　聡美 平21.10. 1 薬局
     町店 二本松市本町１－７１ 常　勤:    2ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　伏見　勝彦 平27.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6721040455  さくら薬局　二本松本〒964-0917 0243-62-3232クラフト株式会社　代林　裕樹 平22. 4. 1 薬局
     町店 二本松市本町１－５５ 常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     (薬       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  6731040463  さくら薬局　二本松南〒964-0871 0243-22-9555クラフト株式会社　代安齋　優 平22. 4. 1 薬局
     店 二本松市成田町１－８１５－３ 常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     (薬       2) 平28. 4. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6741040471  ゼネファーム薬局　根〒964-0903 0243-24-1018有限会社　ゼネラルフ穴沢　望 平22. 6. 1 薬局
     崎店 二本松市根崎２－１９９ 常　勤:    1ァーマシー　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　伏見　勝彦 平28. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6751040497  ベース薬局　本町店 〒964-0917 0243-62-2810株式会社ベースファー白　樺 平23. 8. 1 薬局
     二本松市本町２－７８　三浦ビル常　勤:    2マシー　代表取締役　 新規 現存
     １階 (薬       2)沼田　廣 平29. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6761040505  ベース薬局　油井店 〒969-1404 0243-24-1091株式会社　ベースファ厚海　修吾 平24.10.15 薬局
     二本松市油井字福岡２１－２ 常　勤:    1ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　沼田　廣 平24.10.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6771040513  ゼネファーム薬局　小〒964-0313 0243-24-8871有限会社　ゼネラルフ國分　敏雄 平25. 4. 1 薬局
     浜店 二本松市小浜字新町１９ 常　勤:    2ァーマシー　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　伏見勝彦 平25. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6781040539  にほんまつアイ薬局 〒964-0876 0243-62-1561株式会社　キュアスペ江川　伸一 平27.10. 1調剤 薬局
     二本松市正法寺町１９９－１ 常　勤:    1ース　代表取締役　金 新規 現存
     (薬       1)井　栄一 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6791140081  わたなべ調剤薬局 〒963-4317 0247-81-1293有限会社　渡辺薬局　星　淳 平12. 5. 1 薬局
     田村市船引町東部台四丁目２９ 常　勤:    3代表取締役　星　淳 新規 現存
     (薬       3) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  6801140107  オリオン薬局 〒963-3602 0247-68-1455有限会社　アイプラン会田　美智男 平15.11. 1 薬局
     田村市滝根町神俣字町５３ 常　勤:    3　代表取締役　会田　 新規 現存
     (薬       3)美智男 平27.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6811140115  ふくだや薬局 〒963-4541 0247-86-2013有限会社　ふくだや　海老根　則子 平15.12. 1 薬局
     田村市船引町上移字町８４ 常　勤:    2代表取締役　海老根　 新規 現存
     (薬       2)金一 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6821140123  コスモ調剤薬局　東部〒963-4300 0247-81-2205株式会社　コスモファマツザキ　アイ 平15.12. 1 薬局
     台店 田村市船引町東部台３－８１ 常　勤:    3ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     (薬       3)田　愛里 平27.12. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6831140131  コスモ調剤薬局　船引〒963-4312 0247-81-2833株式会社　コスモファ菊地　健秀 平16. 7. 1 薬局
     店 田村市船引町船引字砂子田２０－常　勤:    3ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     ７ (薬       3)田　愛里 平28. 7. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6841140149  コスモ調剤薬局　中央〒963-4317 0247-81-1610株式会社　コスモファ佐藤　みゆき 平17.10. 1 薬局
     通り店 田村市船引町東部台４－５３ 常　勤:    1ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     (薬       1)田　愛里 平29.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6851140164  げんじろう調剤薬局　〒963-4312 0247-81-1555株式会社コスモファー三浦　雅則 平18. 5. 1 薬局
     船引店 田村市船引町船引字源次郎１２５常　勤:    2マ　代表取締役　藤田 交代 現存
     －３７ (薬       2)　愛里 平30. 5. 1
     非常勤:   18
     (薬      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6861140172  千寿堂薬局　たむら店〒963-4603 0247-77-3831株式会社　千寿堂　代大樂　美江子 平18. 9. 1 薬局
     田村市常葉町西向字米粉原３－１常　勤:    1表取締役　大樂　美江 新規 現存
     (薬       1)子 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  6871140198  さくら薬局　田村常葉〒963-4602 0247-73-8871クラフト株式会社　代八島　裕 平24. 4. 1 薬局
     店 田村市常葉町常葉字内町１３ 常　勤:    1表取締役　大塚　吉史 新規 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6881140214  アイランド薬局　船引〒963-4312 0247-81-1189アポロメディカルホー橋本　英樹 平26. 4. 1 薬局
     店 田村市船引町船引字馬場６２番１常　勤:    2ルディングス株式会社 新規 現存
     (薬       2)　代表取締役　我妻　 平26. 4. 1
     非常勤:   23照男
     (薬      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6891140222  スマイル薬局　船引店〒963-4312 0247-81-1522株式会社ファーマみら遠藤　章平 平27.12. 7 薬局
     田村市船引町船引字南町通１１７常　勤:    2い　代表取締役　清原 移動 現存
     －２ (薬       2)　陽子 平27.12. 7
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6901140230  みはる調剤薬局　とき〒963-4602 0247-61-5530有限会社みはる調剤薬渡邊　博康 平30. 1. 1 薬局
     わ店 田村市常葉町常葉字中町７３ 常　勤:    3局　代表取締役　濱田 新規 現存
     (薬       3)　雅博 平30. 1. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6911240089  有限会社杜陵薬品アイ〒975-0014 0244-23-1616有限会社杜陵薬品　代半沢　照夫 平 8.10. 1 薬局
     調剤薬局 南相馬市原町区西町１－８０－５常　勤:    1表取締役　昆　典 新規 現存
     (薬       1) 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6921240097  西町調剤薬局 〒975-0014 0244-24-5001有限会社西町調剤薬局渡邉　富美子 平 8.10. 1 薬局
     南相馬市原町区西町１－６７ 常　勤:    3　代表取締役　渡邉　 新規 現存
     (薬       3)順一 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6931240105  かしむら薬局 〒975-0014 0244-24-6818有限会社かしむら薬局奥山　到 平 8.10. 1 薬局
     南相馬市原町区西町１－７０－１常　勤:    1　代表取締役　奥山　 新規 現存
     (薬       1)到 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  6941240139  屋代薬局 〒975-0032 0244-22-8469屋代　万起子 屋代　万起子 平 9. 7. 1 薬局
     南相馬市原町区桜井町２－３７９常　勤:    1 新規 現存
     ー１ (薬       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6951240170  渡辺薬局 〒975-0004 0244-23-3846有限会社渡辺薬局　代渡邉　盛夫 平12. 7. 1 薬局
     南相馬市原町区旭町１－８３ 常　勤:    3表取締役　渡邉　順一 組織変更 現存
     (薬       3) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6961240188  大町調剤薬局 〒975-0001 0244-25-3389株式会社　メディカル遠藤　博子 平13. 3. 1 薬局
     南相馬市原町区大町３－９５ 常　勤:    2原町　代表取締役　岩 新規 現存
     (薬       2)橋　嘉也 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6971240196  調剤薬局けやき原町店〒975-0001 0244-25-7071有限会社　ただの　代伹野　一博 平13. 9. 1 薬局
     南相馬市原町区大町３－９３ 常　勤:    2表取締役　伹野　一博 新規 現存
     (薬       2) 平25. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6981240204  コスモ調剤薬局原町店〒975-0001 0244-25-0120株式会社　コスモファ小林　琴美 平13. 9. 1 薬局
     南相馬市原町区大町３－７８ 常　勤:    1ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     (薬       1)田　愛里 平25. 9. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6991240220  ヤマキ保健薬局 〒975-0004 0244-22-4970八牧　将彦 八牧　将彦 平14. 6.13 薬局
     南相馬市原町区旭町１－１２ 常　勤:    2 交代 現存
     (薬       2) 平26. 6.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7001240238  コスモ調剤薬局　二見〒975-0005 0244-25-3855株式会社　コスモファ志賀　邦子 平14.12. 1 薬局
     町店 南相馬市原町区二見町１－４６ 常　勤:    1ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     (薬       1)田　愛里 平26.12. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7011240279  リフレ薬局原町店 〒975-0014 0244-25-4464株式会社　メディカル中川　和久 平16. 5. 6 薬局
     南相馬市原町区西町１－５４－１常　勤:    2コスモ　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)木村　崇史 平28. 5. 6
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  7021240295  池野薬局 〒975-0061 0244-23-0355有限会社　まさし　代池野　仁 平17. 5. 1 薬局
     南相馬市原町区大木戸字松島３０常　勤:    2表取締役　池野　仁 新規 現存
     ４－２８ (薬       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7031240337  有限会社キクチ薬局 〒979-2335 0244-46-2009有限会社　キクチ薬局菊池　功 平10. 3. 1 薬局
     南相馬市鹿島区鹿島字町３７ 常　勤:    1　代表取締役　菊池　 組織変更 現存
     (薬       1)徹 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7041240360  小高調剤薬局 〒979-2121 0244-44-6217有限会社シオヤマ　代西内　康祐 平11.10. 1 薬局
     南相馬市小高区東町３－１－１ 非常勤:    3表取締役　芳賀　忠是 新規 現存
     (薬       3) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7051240378  大曲薬局 〒979-2111 0244-44-3001大曲　安司 大曲　倫子 平12.11.17 薬局
     南相馬市小高区仲町１－７４ 常　勤:    1 交代 休止
     (薬       1) 平24.11.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7061240386  調剤薬局くすりのキク〒979-2334 0244-46-4376有限会社キクチ薬局　菊池　徹 平15.11. 1 薬局
     チ 南相馬市鹿島区西町１－１２９ 常　勤:    1代表取締役　菊池　徹 新規 現存
     (薬       1) 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7071240394  そうごう薬局鹿島店 〒979-2442 0244-46-1421総合メディカル株式会菊地　智之 平16. 1. 5 薬局
     南相馬市鹿島区横手字榎内１７ 常　勤:    3社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       3)　賢治 平28. 1. 5
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7081240428  井上薬局 〒975-0031 0244-22-7511有限会社井上薬局　代井上　由美 平 5. 7. 1 薬局
     南相馬市原町区錦町１－４３ 常　勤:    3表取締役　井上　祐也 新規 現存
     (薬       3) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7091240436  調剤薬局梅田くすり屋〒975-0001 0244-22-5060梅田　昇司 梅田　昇司 平17.12.19 薬局
     南相馬市原町区大町３－６０ 常　勤:    3 交代 現存
     (薬       3) 平29.12.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7101240451  エムズ薬局 〒975-0038 0244-25-2629有限会社シーガル　取松本　良子 平19. 7. 1 薬局
     南相馬市原町区日の出町１２６－常　勤:    2締役　白根　稔 新規 現存
     ３ (薬       2) 平25. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
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  7111240469  サトウファーマシー薬〒979-2442 0244-46-2663佐藤　伸二 佐藤　伸二 平19. 8. 1 薬局
     局 南相馬市鹿島区横手字町田２１ 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7121240485  有限会社杜陵薬品アイ〒975-0004 0244-25-7474有限会社杜陵薬品　代佐々木　義武 平20. 6. 1 薬局
     調剤薬局旭町店 南相馬市原町区旭町２－６７ 常　勤:    1表取締役　昆　典 移動 現存
     (薬       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7131240527  そうごう薬局旭町店 〒975-0004 0244-22-5666総合メディカル株式会石井　豊 平21. 2. 1 薬局
     南相馬市原町区旭町３－２４ 常　勤:    6社　代表取締役　坂本 移動 現存
     (薬       6)　賢治 平27. 2. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7141240592  ベース薬局　鹿島厚生〒979-2442 0244-26-4061株式会社ベースファー齋藤　京之 平26.10. 1 薬局
     病院前店 南相馬市鹿島区横手字川原５－２常　勤:    3マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       3)沼田　廣 平26.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7151240600  あさひ薬局 〒975-0061 0244-25-2881株式会社　グッドネイ桃井　秀世 平27. 4. 1 薬局
     南相馬市原町区大木戸字松島３１常　勤:    2バー　代表取締役　富 新規 現存
     ８－１ (薬       2)永　敦子 平27. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7161240618  アイン薬局　南相馬店〒975-0004 0244-25-3805株式会社アインファー湯口　将志 平27.11. 1調剤 薬局
     南相馬市原町区旭町１丁目４７ 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:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7171240626  アイン薬局　南相馬東〒975-0033 0244-23-7709株式会社アインファー岡田　将宜 平27.11. 1調剤 薬局
     店 南相馬市原町区高見町２－１２２常　勤:    5マシーズ　代表取締役 組織変更 現存
     －１ (薬       5)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7181240634  かしまアイ薬局 〒979-2333 0244-26-4950株式会社　ＭＴＩ　代澤田　文明 平27.11. 1 薬局
     南相馬市鹿島区寺内塚合１２３－常　勤:    2表取締役　澤田　享志 新規 現存
     ２ (薬       2) 平27.11. 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［福島県］

［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    96 頁

  7191240642  さくら薬局　南相馬原〒975-0007 0244-26-6072クラフト株式会社　代塚本　武 平28. 9. 1 薬局
     町店 南相馬市原町区南町四丁目２６番常　勤:    3表取締役　大塚　吉史 新規 現存
     地の３ (薬       3) 平28. 9. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7201240667  アイン薬局　原町店 〒975-0038 0244-26-7825株式会社アインファー羽仁　慎一 平28.12. 1 薬局
     南相馬市原町区日の出町５４１番常　勤:    2マシーズ　代表取締役 新規 現存
     ５ (薬       2)　大石　美也 平28.12. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7211240675  アイン薬局　本陣前店〒975-0062 0244-24-3369株式会社アインファー岡部　勝 平29. 7. 1 薬局
     南相馬市原町区本陣前１丁目８２常　勤:    2マシーズ　代表取締役 交代 現存
     番地 (薬       2)　大石　美也 平29. 7. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7221240683  共創未来　南相馬ひま〒975-0008 0244-24-0088株式会社ファーマみら邨松　智子 平29.10. 1 薬局
     わり薬局 南相馬市原町区本町二丁目１２３常　勤:    1い　代表取締役　清原 交代 現存
     番地 (薬       1)　陽子 平29.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7231240691  コスモ調剤薬局　小高〒979-2115 0244-32-1360株式会社コスモファー堀内　由子 平29.12. 1 薬局
     店 南相馬市小高区上町二丁目１４－常　勤:    3マ　代表取締役　藤田 移動 現存
     ３ (薬       3)　愛里 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7241340061  岩井薬局 〒960-0801 024-586-2681（株）岩井薬局　代表松井　見都里 昭55.10. 1 薬局
     伊達市霊山町掛田字西裏２６ー１常　勤:    3取締役　高野紀代子 新規 現存
     (薬       3) 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7251340079  有限会社草野薬局 〒960-0741 024-577-1007有限会社草野薬局　代草野　和夫 昭57. 7. 1 薬局
     伊達市梁川町字大町１－６９ 常　勤:    1表取締役　草野　和夫 交代 現存
     (薬       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7261340087  保原薬局 〒960-0611 024-576-3756株式会社福島医療サー櫻田　光徳 昭59. 5. 1 薬局
     伊達市保原町字城ノ内６１－１ 常　勤:    4ビス　代表取締役　高 移動 現存
     (薬       4)野　真紀夫 平29. 9. 1
     非常勤:   22
     (薬      22)
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  7271340095  あけぼの薬局 〒960-0756 0245-77-7630有限会社あけぼの薬局松崎　壮雄 平 5. 9. 1 薬局
     伊達市梁川町青葉町９９ 常　勤:    3　代表取締役　飯坂　 新規 現存
     (薬       3)喜子 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7281340103  コスモ調剤薬局 〒960-0601 024-576-4620株式会社　コスモファ笹川　恵美子 平 6.11. 1 薬局
     伊達市保原町字栄町８１－５ 常　勤:    2ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     (薬       2)田　愛里 平24.11. 1
     非常勤:   20
     (薬      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7291340111  保原薬局本店 〒960-0611 024-575-2109株式会社福島医療サー加藤　祥人 平 7. 6. 1 薬局
     伊達市保原町字城ノ内５７－１ 常　勤:    8ビス　代表取締役　高 新規 現存
     (薬       8)野　真紀夫 平28. 6. 1
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7301340129  中医漢方薬局芍薬堂 〒960-0452 024-583-4585濵田　陽子 濵田　陽子 平 7.12. 1 薬局
     伊達市中志和田３９－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7311340137  アップル薬局掛田店 〒960-0801 024-586-3511有限会社ネットワーク佐藤　浩樹 平 8. 6. 1 薬局
     伊達市霊山町掛田字西裏５５ 常　勤:    1調剤　代表取締役　小 新規 現存
     (薬       1)野寺　敏 平29. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7321340145  これゆき調剤薬局 〒960-0488 024-551-2180　有限会社　これゆき是行　俊太郎 平 9.10. 1 薬局
     伊達市上台３ー１ 常　勤:    2　代表取締役　是行　 新規 現存
     (薬       2)俊太郎 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7331340152  保原薬局梁川店 〒960-0729 024-577-5900株式会社　福島医療サ佐藤　敬 平 9.11. 1 薬局
     伊達市梁川町希望ケ丘２６ー２ 常　勤:    4ービス　代表取締役　 新規 現存
     (薬       4)高野　真紀夫 平24.11. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7341340160  アップル薬局保原店 〒960-0619 024-575-3633有限会社ネットワーク長谷川　有里 平10. 9. 1 薬局
     伊達市保原町９ー３ー２５ 常　勤:    1調剤　代表取締役　小 新規 現存
     (薬       1)野寺　敏 平28. 9. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
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  7351340178  サトウ薬局 〒960-0783 024-577-0139佐藤英明 佐藤　英明 平10.11.20 薬局
     伊達市梁川町字本町５６ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平28.11.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7361340210  城ノ内薬局 〒960-0611 024-576-6832有限会社　城ノ内薬局齋藤　深雪 平12. 4. 1 薬局
     伊達市保原町字城ノ内２４－２ 常　勤:    1　代表取締役　堀江　 移動 現存
     (薬       1)睦二 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7371340236  コスモ調剤薬局　伊達〒960-0461 024-551-2920株式会社　コスモファ鈴木　明美 平13.11. 1 薬局
     町店 伊達市片町３８－２ 常　勤:    2ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     (薬       2)田　愛里 平25.11. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7381340269  ふたば薬局　保原店 〒960-0621 024-575-0166株式会社　メディカル佐藤　博美 平15. 1. 1 薬局
     伊達市保原町字中村町３０－３ 常　勤:    1・コア　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)齊藤　賢一 平27. 1. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7391340277  保原薬局伊達店 〒960-0502 024-583-3011株式会社　福島医療サ横山　伸子 平15. 5. 2 薬局
     伊達市箱崎字中２１－６ 常　勤:    4ービス　代表取締役　 新規 現存
     (薬       4)高野　真紀夫 平27. 5. 2
     非常勤:   23
     (薬      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7401340285  有限会社熊良薬局 〒960-0617 024-575-3219有限会社　熊良薬局　熊坂　理 平16. 1. 5 薬局
     伊達市保原町７丁目１２－１ 常　勤:    1代表取締役　熊坂　孝 新規 休止
     (薬       1)之 平28. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7411340319  げんじろう調剤薬局梁〒960-0777 024-527-1101株式会社コスモファー山崎　智 平18. 5. 1 薬局
     川店 伊達市梁川町字西土橋１１８－２常　勤:    1マ　代表取締役　藤田 交代 現存
     (薬       1)　愛里 平30. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7421340335  コスモ調剤薬局　伊達〒960-0411 024-551-1191株式会社コスモファー髙山　竜太 平19. 8. 1 薬局
     東店 伊達市梨子木町３２－１ 非常勤:    4マ　代表取締役　藤田 新規 現存
     (薬       4)　愛里 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  7431340368  薬局アップルケアネッ〒960-0634 024-597-6580株式会社アップルケア堀江　勝洋 平20. 5. 1 薬局
     ト保原店 伊達市保原町大泉字大地内１１４常　勤:    3ネット　代表取締役社 新規 現存
     －１ (薬       3)長　小林　博美 平26. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7441340376  中央薬局　伊達店 〒960-0684 024-574-2388株式会社パワーファー長谷川　敬史 平20. 6.16 薬局
     伊達市保原町上保原中ノ台４－２常　勤:    3マシー　代表取締役　 新規 現存
     １ (薬       3)渡邊　和裕 平26. 6.16
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7451340384  保原薬局上保原店 〒960-0684 024-574-2777株式会社福島医療サー阿部　貴俊 平20. 9. 1 薬局
     伊達市保原町上保原字中島１３－常　勤:    2ビス　代表取締役　高 新規 現存
     １０ (薬       2)野　真紀夫 平26. 9. 1
     非常勤:   18
     (薬      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7461340392  有限会社しみず薬局保〒960-0633 024-574-2540有限会社しみず薬局　関　泰則 平20.10. 1 薬局
     原店 伊達市保原町二井田字秋切１－１常　勤:    1代表取締役　清水　乙 新規 現存
     (薬       1)弥 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7471340400  鶴ヶ岡薬局 〒960-0744 024-527-0811株式会社ベースファー秋葉　千佳子 平20.12. 1 薬局
     伊達市梁川町字内町４６ 常　勤:    5マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       5)沼田　廣 平26.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7481340418  エール薬局　伊達店 〒960-0418 024-551-1077株式会社メディカル愛本田　佐知子 平22. 1. 1 薬局
     伊達市岡前２０－４ 常　勤:    3　代表取締役　藤田　 交代 現存
     (薬       3)愛里 平28. 1. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7491340426  陣屋通り薬局 〒960-0612 024-573-8901株式会社メディラック千葉　由美子 平23. 6. 1 薬局
     伊達市保原町字宮下１４－２ 常　勤:    1　代表取締役　吉田　 新規 現存
     (薬       1)弘 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  7501340442  保原薬局　梁川東店 〒960-0776 024-527-0333株式会社　福島医療サ角田　聡 平23.11. 6 薬局
     伊達市梁川町字東土橋６－５ 常　勤:    2ービス　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)高野　真紀夫 平29.11. 6
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7511340459  おりーぶ薬局　伊達店〒960-0474 024-583-2109株式会社アスク　代表百瀬　俊介 平24. 9. 1 薬局
     伊達市沓形４１－１１ 常　勤:    2取締役　安積　英範 新規 現存
     (薬       2) 平24. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7521340467  はんざわ薬局 〒960-0902 024-572-2135半澤　英樹 半澤　英樹 平27. 4. 1 薬局
     伊達市月舘町月舘字町６１ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7531340475  ウイン調剤薬局保原店〒960-0671 024-572-7573ウインファーマ株式会佐藤　圭子 平27. 7. 1 薬局
     伊達市保原町字東野崎６９－１ 常　勤:    1社　代表取締役　藤田 新規 現存
     (薬       1)　勝久 平27. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7541340483  ウエルシア薬局　伊達〒960-0759 024-527-2172ウエルシア薬局株式会吾妻　晃 平28. 4. 1 薬局
     新梁川店 伊達市梁川町広瀬町４３番地 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7551340491  ウエルシア薬局　伊達〒960-0623 024-574-2875ウエルシア薬局株式会荒木　徹也 平29.12. 1 薬局
     保原店 伊達市保原町字前田町２７－２ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7561440010  有限会社　国崎薬局 〒969-1132 0243-34-2013有限会社　国崎薬局　国崎　智子 昭47. 8. 1 薬局
     本宮市本宮字下町１５ 常　勤:    1代表取締役　國崎　智 新規 現存
     (薬       1)子 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7571440028  松坂薬局 〒969-1132 0243-33-2248有限会社　松坂薬局　松坂　英雄 平 3. 5. 1 薬局
     本宮市本宮字下町５５ 常　勤:    1代表取締役社長　松坂 組織変更 現存
     (薬       1)　英雄 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  7581440036  有限会社　伊東薬局 〒969-1125 0243-33-2255有限会社　伊東薬局　伊東　宏治 平 3. 7. 1 薬局
     本宮市本宮字荒町３０－２ 常　勤:    2代表取締役　伊東　宏 組織変更 現存
     (薬       2)治 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7591440044  コスモ調剤薬局本宮店〒969-1101 0243-33-6600株式会社　コスモファ添石　茂子 平 9.10. 1 薬局
     本宮市高木字平内６７ー８ 常　勤:    2ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     (薬       2)田　愛里 平24.10. 1
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7601440051  薬局サンメリー本宮店〒969-1101 0243-34-1551有限会社髙取　代表取三阪　武志 平11. 4. 1 薬局
     本宮市高木字高木１７－１ 常　勤:    3締役　高取　宣夫 新規 現存
     (薬       3) 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7611440069  コスモ調剤薬局本宮西〒969-1168 0243-63-0022株式会社　コスモファ高橋　博幸 平11.11. 1 薬局
     店 本宮市本宮字一ツ屋２－４ 常　勤:    2ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     (薬       2)田　愛里 平29.11. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7621440077  コスモ調剤薬局本宮南〒969-1104 0243-63-0091株式会社　コスモファ根本　宜世子 平12. 7. 1 薬局
     店 本宮市荒井字東学壇１１－５ 常　勤:    1ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     (薬       1)田　愛里 平24. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7631440085  株式会社　遠藤薬局 〒969-1133 0243-34-2061株式会社　遠藤薬局　渡辺　和子 平12.12. 4 薬局
     本宮市本宮字中條５１ 常　勤:    1代表取締役　渡辺　和 移動 現存
     (薬       1)子 平24.12. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7641440093  郡山調剤薬局本宮店 〒969-1125 0243-63-1155有限会社大栄薬品　代保坂　泰斗 平14. 4. 1 薬局
     本宮市本宮字荒町４９－９ 常　勤:    2表取締役　安藤　尚広 新規 現存
     (薬       2) 平26. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7651440119  もとみや調剤薬局 〒969-1122 0243-34-1189有限会社ユー・ファー宇寿山　弘子 平17. 4. 1 薬局
     本宮市本宮字大町１－６ 常　勤:    2マシー　代表取締役　 交代 現存
     (薬       2)宇壽山　貴士 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  7661440143  コスモ調剤薬局　万世〒969-1149 0243-63-0203株式会社コスモファー進藤　滋樹 平19.12. 1 薬局
     店 本宮市本宮字万世２１４－１ 常　勤:    1マ　代表取締役　藤田 新規 現存
     (薬       1)　愛里 平25.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7671440150  そうごう薬局本宮店 〒969-1131 0243-34-6031総合メディカル株式会山本　翼 平20. 9. 1 薬局
     本宮市本宮字南町裡１１７－３ 常　勤:    5社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       5)　賢治 平26. 9. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7681440192  エール薬局高木店 〒969-1101 0243-63-2511株式会社メディカル愛高橋　利直 平23. 2. 1 薬局
     本宮市高木字平内７４－１ 常　勤:    2　代表取締役　藤田　 新規 現存
     (薬       2)愛里 平29. 2. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7691440200  みずいろ調剤薬局 〒969-1131 0243-34-2205有限会社　ユー・ファ小倉　しのぶ 平24. 9. 1 薬局
     本宮市本宮字南町裡１０９－１７常　勤:    2ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　宇壽山　貴士 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7701440218  ウエルシア薬局　福島〒969-1128 0243-63-1620ウエルシア薬局　株式鈴木　弘子 平26. 8. 1調剤 薬局
     本宮店 本宮市本宮字舘町１９４番 常　勤:    1会社　代表取締役　水 新規 現存
     (薬       1)野　秀晴 平26. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7712040470  有限会社石井薬局 〒960-1456 0245-65-2068有限会社石井薬局　代佐藤　有一 昭61. 7. 1 薬局
     伊達郡川俣町字中丁４８ 常　勤:    2表取締役　佐藤　有一 移動 現存
     (薬       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7722040645  有限会社　国見一心堂〒969-1761 024-585-2017有限会社　国見一心堂秦　令子 平 9. 8. 1 薬局
     薬局 伊達郡国見町大字藤田字南６７ー常　勤:    1薬局　代表取締役　秦 新規 現存
     １ (薬       1)　令子 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  7732040678  ふたば薬局藤田店 〒969-1751 024-585-1113株式会社　メディカル齊藤　賢一 平10. 3. 1 薬局
     伊達郡国見町大字塚野目字三本木常　勤:    1・コア　代表取締役　 新規 現存
     １１ー１ (薬       1)齊藤　賢一 平28. 3. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7742040751  ファミリー薬局 〒969-1605 024-581-0090有限会社　熊良薬局　熊坂　孝之 平13. 1. 1 薬局
     伊達郡桑折町字堰合２１－９ 常　勤:    1代表取締役　熊坂　孝 新規 現存
     (薬       1)之 平25. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7752040835  日本調剤　国見薬局 〒969-1751 024-529-1233日本調剤株式会社　代石渡　幹浩 平15. 4. 1 薬局
     伊達郡国見町大字塚野目字下三本常　勤:    3表取締役　三津原　博 新規 現存
     木２－１ (薬       3) 平27. 4. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7762040876  有限会社けんこう薬局〒960-1406 024-565-5330有限会社けんこう薬局横山　州広 平16. 4. 5 薬局
     伊達郡川俣町大字鶴沢字京田３８常　勤:    3　代表取締役　櫻井　 移動 現存
     －１ (薬       3)英夫 平28. 4. 5
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7772040884  コスモ調剤薬局桑折店〒969-1643 024-581-0880株式会社　コスモファ佐藤　悠香 平16.12. 1 薬局
     伊達郡桑折町大字谷地字石塚４４常　勤:    2ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     (薬       2)田　愛里 平28.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7782040892  ふよう薬局 〒969-1603 024-582-5467有限会社　ふよう薬局鈴木　芙容 平17. 8. 1 薬局
     伊達郡桑折町字上町７５－１２ 常　勤:    3　代表取締役　鈴木　 組織変更 現存
     (薬       3)芙容 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7792040918  保原薬局桑折店 〒969-1641 024-581-2220株式会社　福島医療サ坂本　能章 平17.10. 1 薬局
     伊達郡桑折町南半田字六角１５－常　勤:    3ービス　代表取締役　 移動 現存
     ３ (薬       3)高野　真紀夫 平29.10. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  7802040942  さくら調剤薬局 〒960-1406 024-538-2311有限会社　けんこう薬櫻井　英夫 平18. 8. 1 薬局
     伊達郡川俣町大字鶴沢字川端３０常　勤:    3局　代表取締役　櫻井 新規 現存
     －１９ (薬       3)　英夫 平24. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7812040959  コスモ調剤薬局　瓦町〒960-1453 024-538-2910株式会社コスモファー吉田　久美 平18.11. 1 薬局
     店 伊達郡川俣町瓦町４９－１ 常　勤:    1マ　代表取締役　藤田 新規 現存
     (薬       1)　愛里 平24.11. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7822040967  コスモ調剤薬局　五百〒960-1428 024-538-1801株式会社コスモファー川上　憲一郎 平20. 8. 1 薬局
     田店 伊達郡川俣町五百田２０－１７ 常　勤:    1マ　代表取締役　藤田 新規 現存
     (薬       1)　愛里 平26. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7832040975  アイル薬局　川俣店 〒960-1451 024-573-2886株式会社メディカル・佐藤　功一 平24. 3. 1 薬局
     伊達郡川俣町字本町４１－８ 常　勤:    1エイド東北　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　久保田　樹佳 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7842040991  保原薬局国見店 〒969-1761 024-573-9100株式会社　福島医療サ樋口　卓 平27. 8. 3調剤 薬局
     伊達郡国見町大字藤田字北７－４常　勤:    2ービス　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)高野　真紀夫 平27. 8. 3
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7852041007  アイン薬局　国見店 〒969-1751 024-529-1165株式会社アインファー片野　陽介 平27.11. 1調剤 薬局
     伊達郡国見町塚野目字三本木１０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:   20
     (薬      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7862041015  ウエルシア薬局　伊達〒969-1761 024-529-2107ウエルシア薬局株式会山﨑　美由紀 平29. 7. 1 薬局
     国見店 伊達郡国見町大字藤田字中沢一１常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     ０番地１ (薬       1)　秀晴 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  7872041023  きりふや薬局 〒960-1421 024-565-2203髙橋　慶子 髙橋　慶子 平29.11.28 薬局
     伊達郡川俣町字鉄炮町７６ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平29.11.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7882240054  クオール薬局　かがみ〒969-0403 0248-92-2061クオール株式会社　代山本　英聡 平 9. 9. 1 薬局
     いし店 岩瀬郡鏡石町久来石南４８６ 常　勤:    1表取締役　中村　敬 新規 現存
     (薬       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7892240088  コスモ調剤薬局　天栄〒962-0503 0248-81-1770株式会社　コスモファ黒澤　理恵 平16. 4. 1 薬局
     店 岩瀬郡天栄村大字下松本字四十壇常　勤:    2ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     １３－１ (薬       2)田　愛里 平28. 4. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7902240120  ウイン調剤薬局　天栄〒962-0512 0248-93-1220ウインファーマ株式会北畠　健敏 平18.10. 2 薬局
     店 岩瀬郡天栄村大字飯豊字上原３４常　勤:    2社　代表取締役　藤田 新規 現存
     －１ (薬       2)　勝久 平24.10. 2
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7912240138  ベース薬局　鏡石店 〒969-0401 0248-92-2880株式会社　ベースファ菅野　敬市 平20.12. 1 薬局
     岩瀬郡鏡石町本町２０１ 常　勤:    5ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       5)　沼田　廣 平26.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7922240146  クオール薬局　鏡石北〒969-0401 0248-92-3110クオール　株式会社　髙井　太樹 平24. 3. 1 薬局
     店 岩瀬郡鏡石町鏡沼２１４ 常　勤:    1代表取締役　中村　敬 新規 現存
     (薬       1) 平30. 3. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7932240153  あやめ調剤薬局　鏡石〒969-0401 0248-94-7600有限会社　日本メディ髙田　浩史 平27. 3. 1 薬局
     店 岩瀬郡鏡石町鏡沼　１８８ 常　勤:    1カル　代表取締役　佐 新規 現存
     (薬       1)野恭広 平27. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7942240161  ウエルシア薬局　岩瀬〒969-0401 0248-92-3461ウエルシア薬局株式会星　真奈美 平29.10. 1 薬局
     鏡石店 岩瀬郡鏡石町不時沼２０５ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平29.10. 1
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  7952340110  有限会社十字堂薬局 〒967-0004 0241-62-0257有限会社十字堂薬局　樋口　由昭 平元.12. 1 薬局
     南会津郡南会津町田島字中町甲３常　勤:    1代表取締役　樋口　由 組織変更 現存
     ９４８－１ (薬       1)昭 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7962340151  あいあい薬局只見店 〒968-0442 0241-84-7055株式会社メディカルピ渡部　良一 平15.10. 1 薬局
     南会津郡只見町大字長浜字唱平２常　勤:    1ース　代表取締役　加 新規 現存
     ３－２ (薬       1)藤　博信 平27.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7972340169  コスモ調剤薬局南郷店〒967-0632 0241-73-2600株式会社　コスモファ諏江　清志 平18. 4. 1 薬局
     南会津郡南会津町片貝字根木屋向常　勤:    1ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     ２２ (薬       1)田　愛里 平30. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7982340177  クオール薬局　南会津〒967-0006 0241-63-3201クオール株式会社　代渡邉　悟 平19. 7. 1 薬局
     店 南会津郡南会津町永田字下川原８常　勤:    5表取締役　中村　敬 新規 現存
     １－４ (薬       5) 平25. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7992340185  樋口薬局 〒967-0004 0241-62-0005樋口　寛 樋口　寛 平19.11. 1 薬局
     南会津郡南会津町田島字元八幡甲常　勤:    1 移動 現存
     ３１５－４ (薬       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8002340193  ファーマシーダイマル〒967-0006 0241-62-1320株式会社大丸商店　代渡部　静枝 平21. 2. 1 薬局
     南会津郡南会津町永田字風下甲２常　勤:    2表取締役　渡部　太郎 新規 現存
     －３ (薬       2)八 平27. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8012340219  ふるまち薬局 〒967-0501 0241-72-8222株式会社　大丸商店　渡部　一彦 平27.10. 1調剤 薬局
     南会津郡南会津町古町字新坂口１常　勤:    1代表取締役　渡部　太 新規 現存
     番地５ (薬       1)郎八 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8022540164  有限会社すこやか薬局〒969-3123 0242-62-3536有限会社すこやか薬局庄司　俊雄 平10.10. 1 薬局
     耶麻郡猪苗代町字古城町６６ー２常　勤:    3　代表取締役富塚　一 新規 現存
     (薬       3)江 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  8032540214  有限会社　おおぞら薬〒969-3301 0242-73-3644有限会社　おおぞら薬山内　敬 平13.12. 1 薬局
     局 耶麻郡磐梯町大字磐梯字諏訪山２常　勤:    3局　代表取締役　山内 新規 現存
     ８９８－２５ (薬       3)　敬 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8042540230  ムナカタ薬局 〒969-3122 0242-62-3361有限会社ムナカタ薬局町田　邦夫 平18. 5. 3 薬局
     耶麻郡猪苗代町字本町２５－１ 常　勤:    2　代表取締役　宗像　 移動 現存
     (薬       2)秀雄 平30. 5. 3
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8052540263  さゆり調剤薬局 〒969-4401 0241-48-1081有限会社　日本メディ長谷川　哲也 平23.10. 1 薬局
     耶麻郡西会津町登世島字田畑乙２常　勤:    3カル　代表取締役　佐 新規 現存
     ０４２－６５ (薬       3)野　恭広 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8062540271  こゆり調剤薬局 〒969-4512 0241-47-7013有限会社　日本メディ小島　正光 平23.10. 1 薬局
     耶麻郡西会津町上野尻字下沖ノ原常　勤:    1カル　代表取締役　佐 新規 現存
     ２６６３－１ (薬       1)野　恭広 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8072540289  ほほえみ薬局 〒969-3121 0242-23-8911株式会社　トータルリ浅井　一石 平25. 1. 1 薬局
     耶麻郡猪苗代町字芦原８６－３ 常　勤:    2ープ　代表取締役　吉 新規 現存
     (薬       2)田　弘 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8082540297  いなわしろ薬局 〒969-3121 0242-63-2515株式会社あい　代表取近藤　尚生 平25.10. 1 薬局
     耶麻郡猪苗代町字梨木西６３番地常　勤:    2締役　大野　雅志 新規 現存
     ６ (薬       2) 平25.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8092540313  アイン薬局　猪苗代店〒969-3133 0242-72-1531株式会社アインファー小山　陽子 平27.11. 9 薬局
     耶麻郡猪苗代町大字千代田字油地常　勤:    2マシーズ　代表取締役 移動 現存
     ６２－９ (薬       2)　大石　美也 平27.11. 9
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8102640071  太陽薬局 〒969-6539 0242-83-2612有限会社　日本メディ須藤　修治 平21. 7. 1 薬局
     河沼郡会津坂下町字古市乙１４５常　勤:    1カル　代表取締役　佐 交代 現存
     (薬       1)野　恭広 平27. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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  8112640089  調剤薬局ゼネファーム〒969-6545 0242-85-8158有限会社ゼネラルファ大内　宏輝 平23. 8. 1 薬局
     　会津坂下店 河沼郡会津坂下町字五反田１１７常　勤:    2ーマシー　代表取締役 新規 現存
     ９－２ (薬       2)　伏見　勝彦 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8122740129  薬局ゼネファーム会津〒969-6261 0242-55-0855有限会社ゼネラルファ沖山　葉子 平14.10. 1 薬局
     高田店 大沼郡会津美里町字高田道上２８常　勤:    1ーマシー　代表取締役 新規 現存
     ４０－１ (薬       1)　伏見　勝彦 平26.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8132740145  みやした調剤薬局 〒969-7511 0241-52-3278有限会社グッドメディ三原　勝明 平16.12. 1 薬局
     大沼郡三島町大字宮下字水尻１１常　勤:    2シン　代表取締役　五 新規 現存
     ３４ (薬       2)十嵐　勝男 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8142740160  コスモ調剤薬局　金山〒968-0011 0241-53-5580株式会社コスモファー早川　太郎 平17. 9. 1 薬局
     店 大沼郡金山町川口字金洗道下１４常　勤:    2マ　代表取締役　藤田 新規 現存
     ８１－３ (薬       2)　愛里 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8152740178  ウエルシア薬局　会津〒969-6051 0242-57-1115ウエルシア薬局株式会藤田　広幸 平28.12. 1 薬局
     美里店 大沼郡会津美里町字思堀２５番地常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8162740186  昭和調剤薬局 〒968-0104 0241-42-7726株式会社エミナメディ中村　孝之 平29.11. 1 薬局
     大沼郡昭和村大字小中津川字石仏常　勤:    1カル　代表取締役　中 新規 現存
     １８４２番地 (薬       1)村　孝之 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8172840143  さくら薬局新白河店 〒961-8051 0248-31-8911株式会社河北　代表取菅野　徹男 平11. 4. 1 薬局
     西白河郡西郷村字下前田東５－１常　勤:    3締役　藤田　和義 新規 現存
     大松ビル２Ｆ (薬       3) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8182840150  いずみざき薬局 〒969-0101 0248-54-1840有限会社　ティーアン小西　茜 平11. 8. 2 薬局
     西白河郡泉崎村大字泉崎字山ケ入常　勤:    2ドエス　取締役　本間 新規 現存
     ６９－６ (薬       2)　光雄 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  8192840234  コスモ調剤薬局　矢吹〒969-0222 0248-41-2580株式会社　コスモファ喜多山　美穂 平16.12. 1 薬局
     店 西白河郡矢吹町八幡町５６３－５常　勤:    2ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     (薬       2)田　愛里 平28.12. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8202840242  ウイン調剤矢吹薬局 〒969-0222 0248-41-2201ウインファーマ株式会五十嵐　麻衣 平20. 8. 1 薬局
     西白河郡矢吹町八幡町２７２ 常　勤:    1社　代表取締役　藤田 交代 現存
     (薬       1)　勝久 平26. 8. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8212840259  アイランド薬局　矢吹〒969-0213 0248-44-4189アポロメディカルホー大原　佑一郎 平23. 8. 1 薬局
     店 西白河郡矢吹町本町２２３－１ 常　勤:    2ルディングス株式会社 新規 現存
     (薬       2)　代表取締役　我妻　 平29. 8. 1
     非常勤:   11照男
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8222840267  エール薬局　中島店 〒961-0102 0248-51-1182株式会社　メディカル東城　峰弘 平23.11. 1 薬局
     西白河郡中島村大字滑津字二ツ山常　勤:    1愛　代表取締役　藤田 新規 現存
     ３７－１１ (薬       1)　愛里 平29.11. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8232840275  クオール薬局　文京店〒969-0223 0248-41-2420クオール　株式会社　川下　久 平24. 3. 1 薬局
     西白河郡矢吹町文京町２２７－３常　勤:    1代表取締役　中村　敬 新規 現存
     ６ (薬       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8242840283  クオール薬局　矢吹本〒969-0213 0248-44-5123クオール　株式会社　土屋　俊紀 平24. 3. 1 薬局
     町店 西白河郡矢吹町本町２５１ 常　勤:    5代表取締役　中村　敬 新規 現存
     (薬       5) 平30. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8252840309  長尾薬局 〒969-0221 0248-42-3222有限会社　長尾薬局　長尾　泰夫 平25. 1. 1 薬局
     西白河郡矢吹町中町２５４ 常　勤:    2代表取締役　長尾　泰 新規 現存
     (薬       2)夫 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  8262840317  ウエルシア薬局　西白〒961-8031 0248-21-2566ウエルシア薬局株式会宗田　純子 平28.11. 1 薬局
     河西郷店 西白河郡西郷村大字米字中山前８常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     ４－１０ (薬       1)　秀晴 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8272840325  あゆみ調剤薬局滝八幡〒969-0284 0248-42-3477有限会社降矢薬局　代降矢　常雄 平28.12. 1 薬局
     店 西白河郡矢吹町滝八幡１６０－１常　勤:    2表取締役　降矢　常雄 新規 現存
     (薬       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8282840333  ウエルシア薬局　西白〒961-0106 0248-51-1062ウエルシア薬局株式会吉田　朋加 平29.11. 1 薬局
     河中島店 西白河郡中島村大字二子塚字浦山常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     ３２－１６ (薬       1)　秀晴 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8292940026  有限会社富沢薬局 〒963-6131 0247-33-2135有限会社富沢薬局　代富沢　崇行 昭47.11. 1 薬局
     東白川郡棚倉町大字棚倉字古町５常　勤:    2表取締役　富沢　崇行 新規 現存
     ８ (薬       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8302940109  コスモ調剤薬局棚倉町〒963-6131 0247-57-6311株式会社コスモファー菊地　雅文 平26. 4. 1 薬局
     店 東白川郡棚倉町大字棚倉字北町３常　勤:    1マ　代表取締役　藤田 新規 現存
     ５－６ (薬       1)　愛里 平26. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8312940117  さくら薬局　塙店 〒963-5405 0247-57-6560クラフト株式会社　代星　正通 平27. 5. 1 薬局
     東白川郡塙町塙字材木町１１－１常　勤:    1表取締役　大塚　吉史 新規 現存
     (薬       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8322940125  流薬局 〒963-6123 0247-33-4122有限会社徳仁　代表取渡邉　寿枝 平30. 4. 2 薬局
     東白川郡棚倉町大字関口字上志宝常　勤:    1締役　大竹　昭雄 移動 現存
     ７３ (薬       1) 平30. 4. 2
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8333040065  金沢薬局 〒963-6204 0247-36-2047金沢　証次 金沢　典子 平 7. 4. 1 薬局
     石川郡浅川町大字浅川字本町４ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8343040099  有限会社伊藤薬局 〒963-7859 0247-26-2058有限会社伊藤薬局　代伊藤　利勝 平 8. 8. 1 薬局
     石川郡石川町字南町１ 常　勤:    1表取締役　伊藤　利勝 新規 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
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  8353040123  アイランド薬局石川店〒963-7858 0247-56-1189アポロメディカルホー岡村　真一朗 平 9.12. 1 薬局
     石川郡石川町字下泉１７２ 常　勤:    5ルディングス株式会社 新規 現存
     (薬       5)　代表取締役　我妻　 平27.12. 1
     非常勤:   12照男
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8363040131  石川調剤薬局 〒963-7851 0247-26-8700有限会社　アトラス　二宮　隆太郎 平10. 4. 1 薬局
     石川郡石川町字新町５３ー１ 常　勤:    2代表取締役　遠藤　眞 新規 現存
     (薬       2)也 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8373040149  コスモ調剤薬局玉川店〒963-6313 0247-37-1200株式会社　コスモファ松井　俊彦 平10. 5. 1 薬局
     石川郡玉川村大字川辺字二ノ鳥居常　勤:    2ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     ３４ー１ (薬       2)田　愛里 平28. 5. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8383040180  コスモ調剤薬局　石川〒963-7807 0247-56-3701株式会社　コスモファ佐川　和賀子 平14. 1. 4 薬局
     町店 石川郡石川町大字形見字尾巻１９常　勤:    2ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     １－１ (薬       2)田　愛里 平26. 1. 4
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8393040198  コスモ調剤薬局　古殿〒963-8304 0247-32-1892株式会社　コスモファ内山　大輔 平15. 4. 1 薬局
     町店 石川郡古殿町大字松川字林１４－常　勤:    1ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     ３ (薬       1)田　愛里 平27. 4. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8403040222  しんまち調剤薬局 〒963-7851 0247-26-1412菅野　欣吾 菅野　欣吾 平17. 4. 1 薬局
     石川郡石川町字新町４３－３ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8413040230  有限会社たまかわ薬局〒963-6312 0247-37-1710有限会社たまかわ薬局関根　貴英子 平17.11. 1 薬局
     石川郡玉川村大字小高字中畷１８常　勤:    1　代表取締役　関根　 組織変更 現存
     －７ (薬       1)貴英子 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  8423040255  コスモ調剤薬局　浅川〒963-6218 0247-38-1101株式会社　コスモファ塩田　恒雄 平19. 1. 9 薬局
     店 石川郡浅川町大字東大畑字大名大常　勤:    2ーマ　代表取締役　　 新規 現存
     塚１０－１ (薬       2)藤田　愛里 平25. 1. 9
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8433040263  サンキュー薬局 〒963-7808 0247-26-3911有限会社　サンキュー塩田　典子 平24. 7. 1 薬局
     石川郡石川町大字双里字本宮７１常　勤:    1薬局　代表取締役　中 移動 現存
     －１ (薬       1)野　義照 平24. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8443040271  アイランド薬局　平田〒963-8202 0247-25-1189アポロメディカルホー中澤　佑哉 平25. 8. 5 薬局
     店 石川郡平田村大字上蓬田字大隅２常　勤:    4ルディングス株式会社 移動 現存
     ８番５号 (薬       4)　代表取締役　我妻　 平25. 8. 5
     非常勤:   13照男
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8453040289  アイン薬局　福島石川〒963-7817 0247-56-3883株式会社アインファー前田　直俊 平27.11. 1調剤 薬局
     店 石川郡石川町立ケ岡５０－１１ 常　勤:    3マシーズ　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       3)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8463040297  ウエルシア薬局　福島〒963-6312 0247-37-1081ウエルシア薬局株式会菅野　浩樹 平28.11. 1 薬局
     玉川店 石川郡玉川村小高字稲荷畷２４－常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     １ (薬       1)　秀晴 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8473140261  浜田薬局 〒963-7765 0247-62-2202有限会社はまだ薬局　濱田　多恵子 平 5. 1. 1 薬局
     田村郡三春町荒町６１ 常　勤:    3代表取締役　濱田　博 交代 現存
     (薬       3)夫 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8483140337  ルビー調剤薬局 〒963-7719 0247-62-4848有限会社ルビー　代表菅原　徹 平 9. 5. 1 薬局
     田村郡三春町大字貝山字岩田８６常　勤:    3取締役菅原徹 新規 現存
     －３ (薬       3) 平30. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8493140345  ヤナイ調剤薬局 〒963-3401 0247-72-5912有限会社岩の屋薬局　矢内　総一郎 平10. 8. 1 薬局
     田村郡小野町大字小野新町字品ノ常　勤:    2代表取締役　矢内　総 新規 現存
     木１３１ (薬       2)一郎 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［福島県］

［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   113 頁

  8503140394  みはる調剤薬局 〒963-7759 0247-61-1616有限会社　みはる調剤佐藤　大 平14. 6.10 薬局
     田村郡三春町字大町３２－１ 常　勤:    3薬局　代表取締役　濱 新規 現存
     (薬       3)田　雅博 平26. 6.10
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8513140402  コスモ調剤薬局　小野〒963-3402 0247-71-0305株式会社　コスモファ五ノ井　匡 平15. 7. 1 薬局
     新町店 田村郡小野町大字谷津作字馬場１常　勤:    2ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     ７－１ (薬       2)田　愛里 平27. 7. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8523140451  さくら調剤薬局 〒963-7752 0247-61-2555有限会社みはる調剤薬松本　和幸 平20. 5. 1 薬局
     田村郡三春町字六升蒔５０－１１常　勤:    7局　代表取締役　濱田 新規 現存
     (薬       7)　雅博 平26. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8533140469  きよはし薬局　駅前店〒963-7769 0247-61-1101有限会社　みはる調剤佐藤　伸哉 平24. 3. 1 薬局
     田村郡三春町担橋２－１－５ 常　勤:    2薬局　代表取締役　濱 新規 現存
     (薬       2)田　雅博 平30. 3. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8543240012  合資会社菊地薬局 〒979-1112 0240-22-3025合資会社菊地薬局　代菊地　由美子 昭32. 7. 1 薬局
     双葉郡富岡町中央１－１００ 常　勤:    2表社員　菊地　成一 現存
     (薬       2) 平23. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8553240103  山形薬局 〒979-1521 0240-35-3256山形　琴江 山形　やよい 昭32. 8.30 薬局
     双葉郡浪江町大字権現堂字新町３常　勤:    2 現存
     ４ (薬       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8563240137  松屋薬局 〒979-1112 0240-22-3022合資会社松屋　飯土井飯土井　淳 昭47. 7. 1 薬局
     双葉郡富岡町中央１－１２１ 常　勤:    1　淳 休止
     (薬       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8573240202  いずみ薬局 〒979-1521 0240-34-3589泉田　恭子 泉田　恭子 昭53. 7. 1 薬局
     双葉郡浪江町大字権現堂字上蔵役常　勤:    3 新規 休止
     目１６ (薬       3) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8583240269  大和田薬局 〒979-0605 0240-25-4615大和田　直美 大和田　直美 平 5.10. 1 薬局
     双葉郡楢葉町大字大谷字鐘突堂９常　勤:    1 新規 現存
     －１９ (薬       1) 平23.10. 1
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  8593240335  ひかり薬局富岡 〒979-1151 0240-22-6661株式会社　オオノ　代秋元　典 平10. 1. 1 薬局
     双葉郡富岡町大字本岡字関ノ前２常　勤:    1表取締役　塩田　亨 新規 休止
     ０６－８ (薬       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8603240368  うさぎ堂薬局大野店 〒979-1308 0240-32-7732紺野　恵子 紺野　恵子 平13.10.12 薬局
     双葉郡大熊町大字下野上字大野５常　勤:    2 交代 休止
     ７５ (薬       2) 平25.10.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8613240376  さくら薬局 〒979-1308 0240-32-2209有限会社　さくら薬局斉藤　雅子 平14. 1. 1 薬局
     双葉郡大熊町大字下野上字大野５常　勤:    2　代表取締役　鈴木　 組織変更 休止
     ０１ (薬       2)靖男 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8623240392  有限会社　春陽堂薬局〒979-1521 0240-35-3035有限会社　春陽堂薬局鈴木　美恵子 平15. 5. 1 薬局
     双葉郡浪江町大字権現堂字新町７常　勤:    1　代表取締役　鈴木　 交代 現存
     ８－１ (薬       1)卓哉 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8633240400  調剤薬局けやき楢葉店〒979-0514 0240-26-1193有限会社　ただの　代金子　栄浩 平16. 3. 1 薬局
     双葉郡楢葉町下小塙字佐野３－１常　勤:    1表取締役　伹野　一博 新規 現存
     ０ (薬       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8643240434  春陽堂薬局駅前店 〒979-1521 0240-35-2357有限会社春陽堂薬局　鈴木　卓哉 平17. 4. 1 薬局
     双葉郡浪江町大字権現堂字下柳町常　勤:    1代表取締役　鈴木　卓 移動 現存
     ４－３ (薬       1)哉 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8653240459  渡辺薬局 〒979-1308 0240-32-3939渡辺　博子 渡辺　博子 平17.11. 1 薬局
     双葉郡大熊町下野上字大野２４０常　勤:    1 移動 現存
     －１ (薬       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8663240467  鎌田薬局 〒979-1521 0240-35-3239鎌田　正良 鎌田　正良 平17.12. 1 薬局
     双葉郡浪江町権現堂字町場９６－常　勤:    1 移動 休止
     ３ (薬       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8673240475  有限会社ふたば薬局 〒979-1151 0240-22-6668有限会社ふたば薬局　坂本　初子 平17.12. 1 薬局
     双葉郡富岡町本岡字本町２７－１常　勤:    1代表取締役　坂本　初 新規 現存
     (薬       1)子 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  8683240491  きよはし調剤薬局 〒979-1513 0240-35-5501有限会社　みはる調剤濱田　雅博 平18. 9. 9 薬局
     双葉郡浪江町大字幾世橋字来福寺常　勤:    1薬局　代表取締役　濱 新規 休止
     西７－４ (薬       1)田　雅博 平24. 9. 9
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8693240533  木村薬局新夜ノ森店 〒979-1151 0240-23-5288木村　孝 木村　孝 平19. 9. 1 薬局
     双葉郡富岡町大字本岡字新夜ノ森常　勤:    2 新規 現存
     ６３４－２ (薬       2) 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8703240574  うたし薬局　浪江店 〒979-1521 0240-25-8941株式会社　成幸社　代菊地　成一 平23. 4. 5 薬局
     双葉郡浪江町大字権現堂字御殿南常　勤:    1表取締役　菊地　成一 新規 休止
     １９－１ (薬       1) 平23. 4. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8713240582  株式会社広野薬局 〒979-0403 0240-27-2265株式会社広野薬局　代稲川　ひろみ 平29. 5. 1 薬局
     双葉郡広野町下浅見川字広長１０常　勤:    2表取締役　稲川　ひろ 移動 現存
     ０－５ (薬       2)み 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8723340259  クオール薬局　新地町〒979-2611 0244-63-2089クオール株式会社　代脇坂　真弘 平26. 3.10 薬局
     店 相馬郡新地町駒ケ嶺字原９３番１常　勤:    3表取締役　中村　敬 新規 現存
     (薬       3) 平26. 3.10
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


