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    101,4047,8 合資会社　やち薬局 〒920-3115 076-258-0121合資会社やち薬局　無谷内　庸一郎 昭41. 7. 1 薬局
     金沢市弥勒町ハ１の１ 常　勤:    1限責任社員　谷内　庸 現存
     (薬       1)一郎 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,4052,8 綿谷小作薬局 〒920-0831 076-252-1905綿谷　小作 綿谷　小作 昭43. 7. 1 薬局
     金沢市東山１丁目２番２号 常　勤:    3 現存
     (薬       3) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,4061,9 合名会社　吉野薬局 〒920-0935 076-231-5147合名会社　吉野薬局　吉野　博之 昭45. 6. 1 薬局
     金沢市石引２丁目６の５ 常　勤:    2代表社員　吉野　博之 現存
     (薬       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,4066,8 合名会社　山崎太可堂〒920-0862 076-261-0111合名会社山崎太可堂　山崎　昌彦 昭47. 3. 1 薬局
     薬局 金沢市芳斉２丁目５番３１号 常　勤:    1代表社員　山崎　昌彦 現存
     (薬       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,4105,4 中村漢方薬局 〒920-0935 076-231-3758中村　正人 中村　正人 昭53.10. 1 薬局
     金沢市石引１丁目５の２３ 常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平29.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,4124,5 佐倉薬局 〒921-8102 076-244-8721佐倉　有紀 佐倉　有紀 昭55.12. 1 薬局
     金沢市西大桑町１７－３０ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701,4156,7 ペンギン堂薬局 〒920-0964 076-262-6782北　伸子 北　伸子 昭59. 4.28 薬局
     金沢市本多町３丁目１０番１５号常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29. 4.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,4159,1 カメダ薬局 〒921-8161 076-243-1437亀田　良子 亀田　良子 昭59. 7.27 薬局
     金沢市有松４丁目５－５ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29. 7.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901,4161,7 済美会薬局 〒920-0935 076-264-8551一般財団法人済美会　加藤　睦子 昭59.11.12 薬局
     金沢市石引１丁目８番１０号 常　勤:    5理事長　小川　友雄 現存
     (薬       5) 平29.11.12
     非常勤:    2
     (薬       2)
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   1001,4162,5 野村健美堂薬局 〒920-0367 076-249-5023野村　千秋 野村　千秋 昭59.11.30 薬局
     金沢市北塚町西４７６－２ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29.11.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101,4172,4 いわき薬局 〒921-8148 076-296-2770有限会社　いわ木　代岩木　敏子 昭60.11.28 薬局
     金沢市額新保１丁目３５１ 常　勤:    2表取締役　岩木　伸明 現存
     (薬       2) 平27.11.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201,4173,2 有限会社　横川ファー〒921-8163 076-243-2323有限会社横川ファーマ奥　博 昭61. 5. 1 薬局
     マシー 金沢市横川３丁目１７６番地６ 常　勤:    1シー　代表取締役　奥 現存
     (薬       1)　博 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301,4175,7 英薬局 〒920-0961 076-220-1516株式会社英商会　代表英　和子 昭61. 9.20 薬局
     金沢市香林坊１丁目１番１号香林常　勤:    2取締役　英　義雄 現存
     坊アトリオ内 (薬       2) 平28. 9.20
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401,4178,1 株式会社　オカダ薬局〒921-8054 076-249-5054株式会社オカダ薬局　岡田　全治 昭62. 1.17 薬局
     西金沢店 金沢市西金沢５丁目３２１番地 常　勤:    1代表取締役　岡田　全 現存
     (薬       1)治 平29. 1.17
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501,4191,4 一般社団法人金沢市薬〒920-0935 076-262-0489一般社団法人金沢市薬松栄　聡史 平元. 8. 1 薬局
     剤師会　紫錦台薬局 金沢市石引４丁目１－１３ 常　勤:    2剤師会　会長　村田　 現存
     (薬       2)世里子 平28. 8. 1
     非常勤:   34
     (薬      34)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601,4192,2 有限会社　能村薬局 〒920-0915 076-221-2189有限会社能村薬局　代能村　明文 平元. 9. 1 薬局
     金沢市西町薮ノ内通リ２７ 常　勤:    3表取締役　能村　明文 現存
     (薬       3) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701,4204,5 メディ菊川薬局 〒920-0967 076-264-9344株式会社メディ　代表北山　朱美 平 4. 7. 1 薬局
     金沢市菊川１丁目１７番１５号 常　勤:    1取締役　田中　宣充 現存
     (薬       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   1801,4209,4 ササキ薬局 〒921-8005 076-291-3320篠木　俊憲 篠木　俊憲 平 4.12. 4 薬局
     金沢市間明町１丁目３４２番地１常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平28.12. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901,4212,8 メロディ薬局 〒921-8047 076-292-2090金谷　馨嗣 金谷　馨嗣 平 5. 7. 1 薬局
     金沢市大豆田本町ロ３７ 常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001,4215,1 かねだ薬局 〒921-8162 076-241-2313有限会社　かねだ　代兼田　裕美子 平 6. 3. 1 薬局
     金沢市三馬３丁目２３８番地 常　勤:    2表取締役　兼田　春生 現存
     (薬       2) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101,4216,9 片岡薬局 〒920-0935 076-263-0156片岡薬品株式会社　代片岡　幸枝 平 6. 5. 9 薬局
     金沢市石引２丁目７番９号 常　勤:    1表取締役社長　片岡　 現存
     (薬       1)康 平30. 5. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201,4224,3 新生堂薬局 〒920-3132 076-258-5515村田　世里子 村田　世里子 平 7. 3.16 薬局
     金沢市法光寺町１３８番地 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平28. 3.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301,4225,0 たかやま薬局 〒920-1302 076-229-0031高山　静子 高山　静子 平 7. 4. 1 薬局
     金沢市末町１９番地６７ 常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401,4228,4 小立野台コメヤ薬局 〒920-0942 076-224-9191株式会社コメヤ薬局　岡島　正 平 7. 6.22 薬局
     金沢市小立野２丁目　４２－３６常　勤:    2代表取締役　長基　健 現存
     (薬       2)司 平28. 6.22
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501,4236,7 平和町薬局 〒921-8105 076-247-3341株式会社メディ　代表田中　宣充 平 8. 7. 1 薬局
     金沢市平和町３丁目７番２号 常　勤:    1取締役　田中　宣充 現存
     (薬       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601,4239,1 アート薬局 〒920-0035 076-233-2406有限会社アート薬局　中村　智子 平 9. 1. 1 薬局
     金沢市中橋町１１－１２ 常　勤:    2代表取締役　中村　智 現存
     (薬       2)子 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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   2701,4242,5 高尾コメヤ薬局 〒921-8154 076-296-9900株式会社　コメヤ薬局山下　千佳子 平 9. 5. 1 薬局
     金沢市高尾南３丁目１７番地 常　勤:    7　代表取締役　長基　 現存
     (薬       7)健司 平30. 5. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801,4246,6 北陸薬局 〒920-0801 076-252-4075三浦　智子 三浦　智子 平 9.11. 1 薬局
     金沢市神谷内町ハ２３番５号 常　勤:    2 その他 現存
     (薬       2) 平24.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901,4247,4 玉川町薬局 〒920-0863 076-222-1577有限会社　装　健　代橋本　篤子 平 9.11.25 薬局
     金沢市玉川町１６番５号 常　勤:    4表取締役　橋本　篤子 移動 現存
     (薬       4) 平27.11.25
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001,4252,4 周佐堂薬局 〒920-0997 076-221-9381小島薬品株式会社　代小島　與吉 平10. 4.17 薬局
     金沢市竪町１３番地 常　勤:    2表取締役　小島　恭子 新規 現存
     (薬       2) 平28. 4.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3101,4253,2 県庁前コメヤ薬局 〒920-8202 076-267-8800株式会社　コメヤ薬局坂本　賢 平10. 4.30 薬局
     金沢市西都１丁目６２番地 常　勤:    1　代表取締役　長基　 新規 現存
     (薬       1)健司 平28. 4.30
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201,4256,5 おだ薬局 〒920-8216 076-237-5872織田　博文 織田　博文 平11. 3. 1 薬局
     金沢市直江町ト１番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3301,4262,3 かんばら薬局 〒921-8148 076-296-0012神原　庸光 神原　庸光 平11. 5.18 薬局
     金沢市額新保１－２４５ 常　勤:    3 新規 現存
     (薬       3) 平29. 5.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401,4265,6 中森全快堂額乙丸薬局〒921-8146 076-296-8820株式会社中森全快堂　西村　智美 平11. 9.16 薬局
     金沢市額乙丸町ロ１３１番地 常　勤:    3代表取締役　中森慶滋 新規 現存
     (薬       3) 平29. 9.16
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   3501,4268,0 プラス薬局 〒920-0203 076-239-4193株式会社　プラス　代乙田　雅章 平11.12. 1 薬局
     金沢市木越町チ８０番地６ 常　勤:   10表取締役　乙田雅章 組織変更 現存
     (薬      10) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601,4272,2 フラワー薬局 〒921-8141 076-296-2500有限会社　いわ木　代桶田　あゆみ 平12. 2. 1 薬局
     金沢市馬替２丁目１５５－４ 常　勤:    5表取締役　岩木伸明 新規 現存
     (薬       5) 平30. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701,4279,7 中森かいてき薬局 〒921-8025 076-226-0073有限会社　ひろ　代表北　清知 平12. 8. 1他   薬局
     金沢市増泉２丁目７番４４号 常　勤:    2取締役　中森　寛典 新規 現存
     (薬       2) 平24. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801,4281,3 フロンティア石引薬局〒920-0935 076-261-7812株式会社フロンティア大野　晴香 平12. 9. 1他   薬局
     金沢市石引４丁目１ー９ 常　勤:    2　代表取締役　重森　 新規 現存
     (薬       2)裕之 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3901,4283,9 兼六薬局 〒920-0935 076-235-3311有限会社　シンシアー徳井　裕隆 平12.10.18他   薬局
     金沢市石引４丁目１ー８ 常　勤:    5　代表取締役　田中　 新規 現存
     (薬       5)仁之 平24.10.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001,4284,7 クスリのアオキ　粟崎〒920-0226 076-237-3066株式会社　クスリのア福森　康雅 平12.11. 1他   薬局
     薬局 金沢市粟崎町２丁目３番地 常　勤:    3オキ　代表取締役　青 その他 現存
     (薬       3)木　宏憲 平24.11. 1
     非常勤:   32
     (薬      32)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101,4288,8 クスリのアオキ　疋田〒920-0003 076-251-0001株式会社　クスリのア飯嶋　祥子 平13. 1. 1他   薬局
     薬局 金沢市疋田３丁目６３番地 常　勤:    2オキ　代表取締役　青 新規 現存
     (薬       2)木　宏憲 平25. 1. 1
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4201,4293,8 泉丘薬局 〒921-8116 076-241-8837株式会社すずらん　代 　亜希子 平13. 4. 1他   薬局
     金沢市泉野出町３丁目１－１３ 常　勤:    3表取締役　西村　忠雄 新規 現存
     (薬       3) 平25. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
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   4301,4294,6 すずらん薬局 〒920-0865 076-224-1577株式会社すずらん　代西本　千枝子 平13. 4. 1他   薬局
     金沢市長町１丁目９－１ 常　勤:    3表取締役　西村　忠雄 新規 現存
     (薬       3) 平25. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401,4302,7 久安コメヤ薬局 〒921-8164 076-242-2781株式会社　コメヤ薬局長基　優子 平13. 7.12 薬局
     金沢市久安２丁目２３５ 常　勤:    1　代表取締役　長基　 新規 現存
     (薬       1)健司 平25. 7.12
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501,4303,5 ビタミンスティション〒920-0981 076-261-8899有限会社　薬ファミリ西上　圭一 平13. 7.14 薬局
     香林坊薬局 金沢市片町１ー３ー２４杉山英太常　勤:    1ー　代表取締役　西上 新規 現存
     郎ビル (薬       1)　圭一 平25. 7.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601,4307,6 プリスケア薬局 〒921-8151 076-226-7888株式会社　コメヤ薬局西村　聖子 平13.11. 1 薬局
     金沢市窪４丁目５０６ 常　勤:    6　代表取締役　長基　 新規 現存
     (薬       6)健司 平25.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4701,4308,4 荒屋らいふ薬局 〒920-3124 076-258-7831株式会社ナチュラルラ澤野　優子 平13.12. 1 薬局
     金沢市荒屋１丁目８９番 常　勤:    4イフ　代表取締役　竹 交代 現存
     (薬       4)原　稔 平25.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4801,4310,0 ラン薬局 〒920-0025 076-221-5200有限会社アカシア　代坂本　大輔 平14. 1. 1 薬局
     金沢市駅西本町６丁目１４０２ 常　勤:    1表取締役　中島　正憲 新規 現存
     (薬       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4901,4311,8 フロンティア三馬薬局〒921-8162 076-280-5036株式会社フロンティア吉田　真人 平14. 1. 1 薬局
     金沢市三馬２丁目２４１番地 常　勤:    1　代表取締役　重森　 組織変更 現存
     (薬       1)裕之 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   5001,4313,4 クスリのアオキ　浅野〒920-0846 076-253-5033株式会社　クスリのア岡田　雅樹 平14. 4. 1 薬局
     本町薬局 金沢市昌永町１５番５０号 常　勤:    1オキ　代表取締役　青 新規 現存
     (薬       1)木　宏憲 平26. 4. 1
     非常勤:   22
     (薬      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101,4316,7 箔山堂小坂薬局 〒920-0811 076-251-8211株式会社南山堂　代表滝本　美穂 平14. 7. 1 薬局
     金沢市小坂町中８８番地 常　勤:    1取締役　新庄　正志 新規 現存
     (薬       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5201,4318,3 リンゴ薬局 〒920-0345 076-268-0117株式会社　タブレル　浅岡　一裕 平14. 9.17 薬局
     金沢市藤江北４丁目２３５番 常　勤:    2代表取締役　浅岡　一 新規 現存
     (薬       2)裕 平26. 9.17
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5301,4320,9 桜町ゆうゆう薬局 〒920-0923 076-231-1155株式会社　ハイ・サポ中村　孝一郎 平14. 9.17 薬局
     金沢市桜町２３－１１ 常　勤:    1ート　代表取締役　辻 新規 現存
     (薬       1)川　弘子 平26. 9.17
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401,4323,3 アカンサス薬局 〒920-0935 076-265-7570特定非営利活動法人健金田　孝子 平15. 2. 1 薬局
     金沢市石引１丁目８番１８号　村常　勤:    8康環境教育の会　理事 新規 現存
     本ハイツ (薬       8)長　宮本　悦子 平27. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5501,4326,6 粟崎アルプ薬局 〒920-0226 076-237-3351株式会社アルプ　代表萩原　優美香 平15. 4. 1 薬局
     金沢市粟崎町１丁目５６番地２ 常　勤:    1取締役　古賀　美純 組織変更 現存
     (薬       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5601,4328,2 花里アルプ薬局 〒920-0944 076-222-8488株式会社アルプ　代表木戸口　知子 平15. 4. 1 薬局
     金沢市三口新町２丁目３番１２ 常　勤:    2取締役　古賀　美純 組織変更 現存
     (薬       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   5701,4329,0 駅西アルプ薬局 〒920-0025 076-223-5123株式会社アルプ　代表安達　千哉子 平15. 4. 1 薬局
     金沢市駅西本町３丁目１番２５ 常　勤:    1取締役　古賀　美純 組織変更 現存
     (薬       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5801,4330,8 寺町アルプ薬局 〒921-8033 076-280-1148株式会社アルプ　代表佐々木　忍 平15. 4. 1 薬局
     金沢市寺町２丁目７番地１３ 常　勤:    2取締役　古賀　美純 組織変更 現存
     (薬       2) 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5901,4331,6 本町アルプ薬局 〒920-0853 076-263-2088株式会社アルプ　代表市川　真理 平15. 4. 1 薬局
     金沢市本町１丁目３番３８号 常　勤:    1取締役　古賀　美純 組織変更 現存
     (薬       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6001,4332,4 今町アルプ薬局 〒920-0106 076-258-9005株式会社アルプ　代表中村　良子 平15. 4. 1 薬局
     金沢市今町ホ３７番２ 常　勤:    4取締役　古賀　美純 組織変更 現存
     (薬       4) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6101,4333,2 笠舞アルプ薬局 〒920-0965 076-221-5110株式会社アルプ　代表木本　真由美 平15. 4. 1 薬局
     金沢市笠舞２丁目２４番３号河合常　勤:    2取締役　古賀　美純 組織変更 現存
     ビル (薬       2) 平27. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6201,4338,1 クスリのアオキ　泉が〒921-8035 076-247-1600株式会社　クスリのア多中　百恵 平15.11.17 薬局
     丘薬局 金沢市泉が丘２丁目４番２０号 常　勤:    1オキ　代表取締役　青 新規 現存
     (薬       1)木　宏憲 平27.11.17
     非常勤:   20
     (薬      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6301,4340,7 クスリのアオキ藤江薬〒920-0345 076-266-1166株式会社　クスリのア清酒　弘一 平16. 3. 1 薬局
     局 金沢市藤江北１丁目３０３番地 常　勤:    2オキ　代表取締役　青 新規 現存
     (薬       2)木　宏憲 平28. 3. 1
     非常勤:   30
     (薬      30)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6401,4341,5 大徳はなの木薬局 〒920-0348 076-268-1255株式会社　ヘリックス片田　真也 平16. 4. 1 薬局
     金沢市松村１－５　末栄ビル１階常　勤:    2ケアファーマ　代表取 新規 現存
     (薬       2)締役　曽我　望武 平28. 4. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
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   6501,4342,3 中森かいてきホコ町薬〒921-8052 076-269-1121有限会社　ひろ　代表大北　友恵 平16. 4. 1 薬局
     局 金沢市保古１丁目１６７ 常　勤:    3取締役　中森　寛典 新規 現存
     (薬       3) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6601,4344,9 スクエア香林坊あおぞ〒920-0961 076-221-8931グランファルマ株式会瀧口　貴美代 平16. 4. 1 薬局
     ら薬局 金沢市香林坊２丁目８番１５号 常　勤:    4社　代表取締役　柴田 新規 現存
     (薬       4)　剛介 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6701,4346,4 クスリのアオキ安原薬〒920-0376 076-249-2800株式会社クスリのアオ村田　淳江 平16. 5.17 薬局
     局 金沢市福増町南１２５２番地 常　勤:    1キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       1)　宏憲 平28. 5.17
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6801,4347,2 森本アルプ薬局 〒920-3114 076-257-3456株式会社アルプ　代表塩村　乃里子 平16. 7. 1 薬局
     金沢市吉原町ホ２１３番 常　勤:    1取締役　古賀　美純 新規 現存
     (薬       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6901,4348,0 玉川アルプ薬局 〒920-0863 076-224-5455株式会社アルプ　代表廣瀬　友二 平16. 7. 1 薬局
     金沢市玉川町１０番８号 常　勤:    2取締役　古賀　美純 新規 現存
     (薬       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7001,4349,8 キタムラ薬局 〒920-0341 076-267-6116北村　喜裕 北村　喜裕 平16. 7. 1 薬局
     金沢市寺中町ト７－３ 常　勤:    2 交代 現存
     (薬       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7101,4350,6 北村長生堂薬局 〒921-8065 076-249-2509北村　喜裕 北村　喜久雄 平16. 7. 1 薬局
     金沢市上荒屋４－８ 常　勤:    2 交代 現存
     (薬       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7201,4351,4 クスリのアオキ鈴見薬〒920-1167 076-234-2277株式会社　クスリのア西尾　綾子 平16. 7. 1 薬局
     局 金沢市もりの里３丁目１８３番地常　勤:    3オキ　代表取締役　青 新規 現存
     (薬       3)木　宏憲 平28. 7. 1
     非常勤:   20
     (薬      20)
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   7301,4352,2 クスリのアオキ　小坂〒920-0811 076-252-1166株式会社　クスリのア広瀬　敏明 平16. 8. 2 薬局
     薬局 金沢市小坂町西１７番地 常　勤:    2オキ　代表取締役　青 新規 現存
     (薬       2)木　宏憲 平28. 8. 2
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7401,4353,0 ホンダ薬局 〒921-8023 076-241-2128株式会社　本多　代表本多　達夫 平16. 9. 1 薬局
     金沢市千日町７－２ 常　勤:    2取締役　本多　達夫 移動 現存
     (薬       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7501,4354,8 朝霧台あおば薬局 〒920-1155 076-263-7800株式会社　バンテージ石川　典子 平16.10. 1 薬局
     金沢市田上本町三丁目２０３ 常　勤:    1　代表取締役　今井　 新規 現存
     (薬       1)健太 平28.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7601,4355,5 泉野アルプ薬局 〒921-8034 076-226-1230株式会社アルプ　代表中村　都 平16.10. 1 薬局
     金沢市泉野町１丁目１９－１０ 常　勤:    1取締役　古賀　美純 新規 現存
     (薬       1) 平28.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7701,4363,9 泉野出町らいふ薬局 〒921-8116 076-242-1330株式会社　ナチュラル淺田　麗子 平17. 4. 1 薬局
     金沢市泉野出町１丁目１９番２５常　勤:    6ライフ　代表取締役　 新規 現存
     号 (薬       6)竹原　稔 平29. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7801,4368,8 若葉らいふ薬局 〒920-0013 076-252-8100株式会社　ナチュラル喜多　史子 平17. 9.16 薬局
     金沢市沖町ニ３１ 常　勤:    6ライフ　代表取締役　 新規 現存
     (薬       6)竹原　稔 平29. 9.16
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7901,4371,2 鞍月あおぞら薬局 〒920-8201 076-237-8938グランファルマ株式会石塚　奈穂 平17.11. 1 薬局
     金沢市鞍月東１丁目８番地２ 常　勤:    4社　代表取締役　柴田 新規 現存
     (薬       4)　剛介 平29.11. 1
     非常勤:   21
     (薬      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   8001,4372,0 わかひの薬局 〒920-0353 076-268-7829有限会社　わかひの薬澤野　輝夫 平17.11. 9 薬局
     金沢市赤土町ニ４－９ 常　勤:    5局　代表取締役　池田 移動 現存
     (薬       5)　智恵子 平29.11. 9
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8101,4374,6 橋場町あおぞら薬局 〒920-0911 076-263-7177グランファルマ株式会閨谷　邦子 平18. 1. 3 薬局
     金沢市橋場町３－１５ 常　勤:    2社　代表取締役　柴田 新規 現存
     (薬       2)　剛介 平30. 1. 3
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8201,4375,3 クスリのアオキ桜田薬〒920-0057 076-223-0062株式会社　クスリのア桐山　貴衣 平18. 4. 1 薬局
     局 金沢市桜田町１丁目３１番地 常　勤:    1オキ　代表取締役　青 新規 現存
     (薬       1)木　宏憲 平30. 4. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8301,4376,1 田中屋薬局 〒920-0847 076-233-3691株式会社　メディ　代田中　恭子 平18. 4. 1 薬局
     金沢市堀川町１０－５ 常　勤:    1表取締役　田中　宣充 新規 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8401,4377,9 西念ラン薬局 〒920-0024 076-232-3120有限会社　アカシア　檜垣　喜衛 平18. 4. 1 薬局
     金沢市西念３丁目３０番１１号 常　勤:    1代表取締役　中島　正 新規 現存
     (薬       1)憲 平30. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8501,4380,3 クスリのアオキ畝田薬〒920-0342 076-266-3506株式会社　クスリのア森田　清和 平18. 7. 3 薬局
     局 金沢市畝田西３丁目５１４番地 常　勤:    2オキ　代表取締役　青 新規 現存
     (薬       2)木　宏憲 平24. 7. 3
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8601,4384,5 シメノドラッグ安原薬〒920-0370 076-214-3041株式会社　示野薬局　中川　久子 平18.10.25 薬局
     局 金沢市上安原１丁目２５６ 常　勤:    1代表取締役　関　久則 新規 現存
     (薬       1) 平24.10.25
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   8701,4386,0 金沢たんぽぽ薬局 〒921-8105 076-245-1721たんぽぽ薬局株式会社絹川　真依子 平19. 4. 1 薬局
     金沢市平和町３丁目３番８号 常　勤:    2　代表取締役　松野　 新規 現存
     (薬       2)英子 平25. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8801,4387,8 中森全快堂上安原町薬〒920-0370 076-240-3986株式会社　中森全快堂上瀧　景介 平19. 4.25 薬局
     局 金沢市上安原２丁目２１４ 常　勤:    4　代表取締役　中森　 新規 現存
     (薬       4)慶滋 平25. 4.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8901,4388,6 クオール薬局磯部町店〒920-0012 076-252-8560クオール株式会社　代宮岸　健一 平19. 5. 1 薬局
     金沢市磯部町ニ６番地１ 常　勤:    4表取締役　中村　敬 交代 現存
     (薬       4) 平25. 5. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9001,4391,0 金沢石引トラヤ薬局 〒920-0935 076-282-7180有限会社　トラヤ薬局宮河　弘和 平19. 5. 1 薬局
     金沢市石引４丁目１番８号 常　勤:    2　代表取締役　宮河　 新規 現存
     (薬       2)憩子 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9101,4394,4 堅田みらい薬局 〒920-0164 076-281-6800瑞兆北陸株式会社　代立岡　邦生 平19. 5.20 薬局
     金沢市堅田町丙１９番７号 常　勤:    1表取締役　小川　維知 新規 現存
     (薬       1)朗 平25. 5.20
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9201,4395,1 小立野瑠璃光薬局 〒920-0942 076-223-6070株式会社　瑠璃光　代神田　典 平19. 6. 1 薬局
     金沢市小立野１－２－３ 常　勤:    5表取締役　中谷　隆正 新規 現存
     (薬       5) 平25. 6. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9301,4396,9 末町明徳薬局 〒920-1302 076-229-2733株式会社　明徳ケアワ中谷　成広 平19. 6. 1 薬局
     金沢市末町１６－２１－３ 常　勤:    1ーク　代表取締役　横 新規 現存
     (薬       1)山　亮一 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   9401,4398,5 もりの里はなの木薬局〒920-1152 076-234-1170株式会社　ヘリックス米島　聡 平19. 7. 1 薬局
     金沢市田上の里２丁目１４８番地常　勤:    2ケアファーマ　代表取 新規 現存
     (薬       2)締役　曽我　望武 平25. 7. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9501,4399,3 県庁北ゆうゆう薬局 〒920-8203 076-268-9800株式会社　ハイ・サポ九田　美千代 平19. 9. 1 薬局
     金沢市鞍月４丁目１４７ 常　勤:    1ート　代表取締役　辻 新規 現存
     (薬       1)川　弘子 平25. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9601,4401,7 木曳野らいふ薬局 〒920-0341 076-266-4260株式会社ナチュラルラ狩谷　健太郎 平20. 1. 1 薬局
     金沢市寺中町ホ４２－７ 常　勤:    1イフ　代表取締役　竹 新規 現存
     (薬       1)原　稔 平26. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9701,4403,3 てまり涌波薬局 〒920-0953 076-213-5005株式会社　スパーテル吉野　貴大 平20. 7. 1 薬局
     金沢市涌波１丁目８番３３号 常　勤:    1　代表取締役　橋本　 新規 現存
     (薬       1)昌子 平26. 7. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9801,4405,8 小立野薬局 〒920-0942 076-223-7312有限会社　小立野薬局瀧本　亨 平20.10. 6 薬局
     金沢市小立野３丁目２８番１２号常　勤:    2　代表取締役　瀧本　 移動 現存
     ＪＡほがらか村内 (薬       2)亨 平26.10. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9901,4406,6 金沢駅西口あおぞら薬〒920-0031 076-222-8931グランファルマ株式会春田　真希子 平20.12. 1 薬局
     局 金沢市広岡１丁目１番１０号駅西常　勤:    1社　代表取締役　柴田 新規 現存
     ファーストビル１Ｆ (薬       1)　剛介 平26.12. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10001,4408,2 あおい薬局 〒920-0370 076-240-2524株式会社　アシスト　藤井　玲 平21. 1. 1 薬局
     金沢市上安原２丁目７１番地 常　勤:    2代表取締役　笹山　彰 組織変更 現存
     (薬       2) 平27. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  10101,4409,0 Ｖ・ｄｒｕｇ古府薬局〒920-0362 076-240-8220中部薬品　株式会社　三浦　美保 平21. 1. 1 薬局
     金沢市古府１－１２１ 常　勤:    1代表取締役　高 　基 新規 現存
     (薬       1)彦 平27. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10201,4410,8 有限会社　安田薬局 〒920-0869 076-261-9191有限会社安田薬局　代安田　健二郎 平21. 2. 1 薬局
     金沢市上堤町１－３１ 常　勤:    1表取締役　安田　広利 その他 現存
     (薬       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10301,4412,4 シメノドラッグ森本薬〒920-3116 076-257-7365株式会社　示野薬局　鈴木　智子 平21. 5. 1 薬局
     局 金沢市南森本町ヌ８－１ 常　勤:    1代表取締役　関　久則 新規 現存
     (薬       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10401,4413,2 クスリのアオキ三口新〒920-0944 076-261-3151株式会社クスリのアオ進村　佳隆 平21. 5. 7 薬局
     町薬局 金沢市三口新町２丁目２番９号 常　勤:    1キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       1)　宏憲 平27. 5. 7
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10501,4414,0 松村みらい薬局 〒920-0348 076-255-1222瑞兆北陸株式会社　代大西　洋一 平21. 5.25 薬局
     金沢市松村４丁目３０７番地 常　勤:    3表取締役　小川　維知 新規 現存
     (薬       3)朗 平27. 5.25
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10601,4415,7 ワカバ薬局 〒921-8054 076-249-9031若林　卓矢 若林　卓矢 平21. 5.29 薬局
     金沢市西金沢３丁目１番地２ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平27. 5.29
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10701,4416,5 石引アルプ薬局 〒920-0935 076-255-1110株式会社アルプ　代表山越　啓介 平21. 6. 1 薬局
     金沢市石引４丁目４－１村田ビル常　勤:    3取締役　古賀　美純 新規 現存
     １階 (薬       3) 平27. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  10801,4417,3 金沢ファーマライズ薬〒920-0811 076-251-6370ファーマライズ株式会吉川　和宏 平21. 6. 1 薬局
     局 金沢市小坂町北１４２ 常　勤:    8社　代表取締役　田仲 組織変更 現存
     (薬       8)　義弘 平27. 6. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10901,4418,1 石引ファーマライズ薬〒920-0935 076-210-5551ファーマライズ株式会中村　泉 平21. 6. 1 薬局
     局 金沢市石引１－８－８ 常　勤:    2社　代表取締役　田仲 組織変更 現存
     (薬       2)　義弘 平27. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11001,4419,9 沖町ファーマライズ薬〒920-0013 076-253-2796ファーマライズ株式会千秋　路子 平21. 6. 1 薬局
     局 金沢市沖町ニ３３ 常　勤:    4社　代表取締役　田仲 組織変更 現存
     (薬       4)　義弘 平27. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11101,4420,7 あやめ薬局 〒920-0005 076-225-7662株式会社　バンテージ川口　典子 平21. 7. 1 薬局
     金沢市高柳町１字１１番１ 常　勤:    1　代表取締役　今井　 新規 現存
     (薬       1)健太 平27. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11201,4424,9 森本あおぞら薬局 〒920-3114 076-257-8931グランファルマ株式会荒木　規子 平21.10.13 薬局
     金沢市吉原町ハ２４－１ 常　勤:    4社　代表取締役　柴田 新規 現存
     (薬       4)　剛介 平27.10.13
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11301,4425,6 若草あおぞら薬局 〒921-8111 076-243-8931グランファルマ株式会瀬古　孝典 平21.11. 1 薬局
     金沢市若草町２番３８号 常　勤:    1社　代表取締役　柴田 新規 現存
     (薬       1)　剛介 平27.11. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11401,4426,4 中森かいてきゆいの里〒920-0802 076-255-2161有限会社ひろ　代表取奥　友栄 平22. 1.28 薬局
     薬局 金沢市三池栄町７０番地 常　勤:    5締役　中森　寛典 新規 現存
     (薬       5) 平28. 1.28
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  11501,4427,2 広岡あおぞら薬局 〒920-0031 076-222-2262グランファルマ株式会赤地　眞智子 平22. 3. 1 薬局
     金沢市広岡１丁目１２番１号 常　勤:    1社　代表取締役　柴田 新規 現存
     (薬       1)　剛介 平28. 3. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11601,4428,0 北塚らいふ薬局 〒920-0367 076-249-7778株式会社ナチュラルラ丸一　泰雅 平22. 4. 1 薬局
     金沢市北塚町西３８７番１ 常　勤:    1イフ　代表取締役　竹 新規 現存
     (薬       1)原　稔 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11701,4430,6 クスリのアオキ長坂薬〒921-8112 076-226-6577株式会社クスリのアオ平田　愛子 平22. 5. 1 薬局
     局 金沢市長坂３丁目１番３５号 常　勤:    1キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       1)　宏憲 平28. 5. 1
     非常勤:   24
     (薬      24)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11801,4431,4 さくら薬局　金沢三馬〒921-8162 076-242-9383クラフト株式会社　代連　恵美子 平22. 4. 1 薬局
     店 金沢市三馬２－２４５ 常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     (薬       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11901,4432,2 さくら薬局　金沢大学〒920-0935 076-263-1189クラフト株式会社　代中嶋　修一 平22. 4. 1 薬局
     前店 金沢市石引１－８－９ 常　勤:    1表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12001,4433,0 クスリのアオキ暁薬局〒920-0926 076-232-7123株式会社クスリのアオ長谷川　珠寿奈 平22. 6. 7 薬局
     金沢市暁町２０番６号 常　勤:    1キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       1)　宏憲 平28. 6. 7
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12101,4434,8 フロンティア泉が丘薬〒921-8035 076-242-9030株式会社フロンティア打本　恵美 平22. 9. 1 薬局
     局 金沢市泉が丘２丁目１５－２３ 常　勤:    3　代表取締役　重森　 新規 現存
     (薬       3)裕之 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  12201,4435,5 泉が丘あおぞら薬局 〒921-8036 076-245-8931グランファルマ株式会松井　聡子 平22. 9. 1 薬局
     金沢市弥生３－３－１９ 常　勤:    1社　代表取締役　柴田 新規 現存
     (薬       1)　剛介 平28. 9. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12301,4437,1 中森全快堂若宮薬局 〒920-0054 076-222-3351株式会社中森全快堂　山口　佑希恵 平22.12. 1 薬局
     金沢市若宮２丁目１３番 常　勤:    1代表取締役　中森　慶 新規 現存
     (薬       1)滋 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12401,4438,9 おかだ薬局 〒921-8051 076-272-8913株式会社　岡田薬局　岡田　葉子 平23. 2. 1 薬局
     金沢市黒田２丁目９番１号 常　勤:    1代表取締役　岡田　全 新規 現存
     (薬       1)治 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12501,4439,7 田上はなの木薬局 〒920-1152 076-234-1210株式会社ヘリックスケ上山　小草 平23. 3. 1 薬局
     金沢市田上の里２丁目１４６番地常　勤:    2アファーマ　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　曽我　望武 平29. 3. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12601,4442,1 中森かいてき入江薬局〒921-8011 076-272-8762有限会社ひろ　代表取利波　光平 平23. 4. 1 薬局
     金沢市入江１丁目１３５番地 常　勤:    1締役　中森　寛典 新規 現存
     (薬       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12701,4443,9 千木明徳薬局 〒920-0002 076-257-4661株式会社　北陸メディ津田　靖久 平23. 6. 1 薬局
     金沢市千木１丁目２４２番 常　勤:    1カルプラン　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　横山　亮一 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12801,4445,4 クスリのアオキみずき〒920-0201 076-258-3761株式会社　クスリのア宮川　真実 平23. 7. 1 薬局
     薬局 金沢市みずき１丁目３番１ 常　勤:    1オキ　代表取締役　青 新規 現存
     (薬       1)木　宏憲 平29. 7. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  12901,4446,2 すずらん杜の里薬局 〒920-1167 076-254-0596株式会社すずらん　代佐野　勝彦 平23. 9. 1 薬局
     金沢市もりの里３－３ 常　勤:    2表取締役　西村　忠雄 新規 現存
     (薬       2) 平29. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13001,4447,0 中森かいてき中村町薬〒921-8022 076-218-4781有限会社　ひろ　中森石田　知佐子 平23. 9. 1 薬局
     局 金沢市中村町９番２５号 常　勤:    1　寛典 新規 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13101,4448,8 株式会社　はやし薬局〒920-0336 076-266-0132株式会社　はやし薬局林　智明 平23. 9. 1 薬局
     金沢市金石本町二の７ 常　勤:    1　代表取締役　林　智 組織変更 現存
     (薬       1)明 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13201,4449,6 キリン堂金沢駅西薬局〒920-0027 076-232-5160株式会社キリン堂　代中村　誠一郎 平23.10.11 薬局
     金沢市駅西新町２丁目７－３４ 常　勤:    1表取締役　寺西　豊彦 新規 現存
     (薬       1) 平29.10.11
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13301,4451,2 とくひさ中央薬局 〒921-8031 076-244-5992有限会社　とくひさ　出口　智佳子 平23.11. 1他   薬局
     金沢市野町１－３－６３ 常　勤:    5代表取締役　徳久　宏 移動 現存
     (薬       5)子 平29.11. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13401,4452,0 日本調剤　金沢西薬局〒920-0353 076-266-0350日本調剤株式会社　代中原　正晴 平23.12. 1他   薬局
     金沢市赤土町ト１８－３ 常　勤:    2表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       2) 平29.12. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13501,4453,8 クスリのアオキ三馬薬〒921-8162 076-247-3077株式会社クスリのアオ和澤　陽子 平23.12. 1他   薬局
     局 金沢市三馬２丁目２５４番 常　勤:    1キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       1)　宏憲 平29.12. 1
     非常勤:   20
     (薬      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  13601,4455,3 小立野あおば薬局 〒920-0942 076-254-1872株式会社　バンテージ桜井　淳子 平24. 1. 1他   薬局
     金沢市小立野３丁目１２－１８ド常　勤:    1　代表取締役　今井　 新規 現存
     ンペリニョン１０１ (薬       1)健太 平30. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13701,4456,1 金沢駅前はあと薬局 〒920-0853 076-222-1117株式会社アカマル　代赤丸　邦夫 平24. 1. 1他   薬局
     金沢市本町２丁目１５番１号 常　勤:    2表取締役　赤丸　邦夫 組織変更 現存
     (薬       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13801,4457,9 イオン薬局杜の里店 〒920-1167 076-234-1115イオンリテール株式会竹内　梨絵 平24. 3. 1他   薬局
     金沢市もりの里１丁目７０番地 常　勤:    1社　代表取締役　岡崎 新規 現存
     (薬       1)　双一 平30. 3. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13901,4458,7 磯部ゆうゆう薬局 〒920-0012 076-253-2333株式会社　ハイ・サポ小林　礼子 平24. 4. 1他   薬局
     金沢市磯部町ニ１４－１ 常　勤:    1ート　代表取締役　辻 新規 現存
     (薬       1)川　弘子 平30. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14001,4459,5 グリーン増泉薬局 〒921-8027 076-259-5335有限会社　ヤマトメデ寺島　絵美 平24. 4. 1他   薬局
     金沢市神田２丁目１番１０号 常　勤:    2ィカル　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)作村　廣幸 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14101,4460,3 あい薬局 〒921-8044 076-259-5481株式会社インフィニテ黒澤　奈々子 平24. 4. 1他   薬局
     金沢市米泉町４丁目４１番地２ 常　勤:    1ィーＫ　黒澤　克郎 新規 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14201,4461,1 平和町あおぞら薬局 〒921-8105 076-242-2220グランファルマ株式会石井　寛子 平24. 5. 1他   薬局
     金沢市平和町３丁目２－１３ 常　勤:    3社　代表取締役　柴田 移動 現存
     (薬       3)　剛介 平30. 5. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14301,4462,9 ひなどり薬局 〒920-0343 076-266-2102株式会社ウェルフェア増田　晃伯 平24. 6. 1他   薬局
     金沢市畝田中１丁目１西埜ハイム常　勤:    5アンドメディシン　代 新規 現存
     １階 (薬       5)表取締役　中川　正信 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  14401,4463,7 クスリのアオキ間明薬〒921-8006 076-291-0077株式会社クスリのアオ笹野　祐一 平24. 6. 1他   薬局
     局 金沢市進和町８２番地 常　勤:    1キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       1)　宏憲 平30. 6. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14501,4464,5 尾張町アイン薬局 〒920-0910 076-233-3880株式会社アインメディ本郷　康子 平24. 5. 1他   薬局
     金沢市下新町６番２３号 常　勤:    4オ　代表取締役　佐竹 組織変更 現存
     (薬       4)　辰幸 平30. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14601,4465,2 広岡ラン薬局 〒920-0031 076-233-1130有限会社アカシア　代村松　実世子 平24. 7. 1他   薬局
     金沢市広岡３丁目１－１金沢パー常　勤:    1表取締役　中島　正憲 移動 現存
     クビルＢ１Ｆ (薬       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14701,4467,8 ファーマライズ薬局　〒921-8105 076-244-8445ファーマライズ株式会廣瀬　賢一 平24. 9. 1他   薬局
     平和町店 金沢市平和町３丁目８番２１号 常　勤:    1社　代表取締役　田仲 新規 現存
     (薬       1)　義弘 平24. 9. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14801,4468,6 このは薬局 〒921-8154 076-259-6467株式会社アシスト　代西岡　恵美 平24. 9. 1他   薬局
     金沢市高尾南３丁目１０９番地 常　勤:    1表取締役　笹山　彰 新規 現存
     (薬       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14901,4469,4 瑠璃光薬局城北店 〒920-0811 076-255-3528株式会社瑠璃光　代表黒田　敦札 平24.10. 1他   薬局
     金沢市小坂町北１６８番地 常　勤:    2取締役　中谷　隆正 新規 現存
     (薬       2) 平24.10. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15001,4470,2 泉コメヤ薬局 〒921-8041 076-227-9900株式会社コメヤ薬局　多田　隼也 平24.11. 1他   薬局
     金沢市泉２丁目６番５号 常　勤:    1代表取締役　長基　健 新規 現存
     (薬       1)司 平24.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  15101,4471,0 阪神調剤薬局　金沢石〒920-0935 076-260-7505株式会社阪神調剤薬局新　滋 平24.11. 1他   薬局
     引店 金沢市石引１丁目７－１６ 常　勤:    2　代表取締役　岩崎　 新規 現存
     (薬       2)壽毅 平24.11. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15201,4472,8 中森かいてき戸板薬局〒920-0068 076-256-0650有限会社ひろ　代表取柳原　政敏 平24.11. 6他   薬局
     金沢市戸板２丁目１５番 常　勤:    2締役　中森　寛典 新規 現存
     (薬       2) 平24.11. 6
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15301,4473,6 ウエルシア薬局金沢有〒921-8161 076-259-1131ウエルシア薬局株式会川島　秀樹 平25. 5. 1他   薬局
     松店 金沢市有松４丁目１３番１３号 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平25. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15401,4475,1 金澤ひがしやま薬局 〒920-0831 076-252-1999トリニティー株式会社井上　加奈絵 平25. 5. 1他   薬局
     金沢市東山３丁目５番２３ 常　勤:    1　代表取締役　森　政 新規 現存
     (薬       1)人 平25. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15501,4476,9 阪神調剤薬局　金沢長〒920-0865 076-224-5086株式会社阪神調剤薬局犬井　竜也 平25. 6. 1他   薬局
     町店 金沢市長町２丁目２番３号 常　勤:    1　代表取締役　岩崎　 新規 現存
     (薬       1)壽毅 平25. 6. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15601,4477,7 クスリのアオキ西泉薬〒921-8043 076-245-6050株式会社クスリのアオ柴田　喜一 平25. 6. 1他   薬局
     局 金沢市西泉３丁目２３番 常　勤:    1キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       1)　宏憲 平25. 6. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15701,4478,5 てまり西泉薬局 〒921-8043 076-256-2612株式会社スパーテル　山口　弘美 平25. 8. 1 薬局
     金沢市西泉１丁目１４９番地１ 常　勤:    2代表取締役　橋本　昌 新規 現存
     (薬       2)子 平25. 8. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  15801,4479,3 無量寺あおぞら薬局 〒920-0333 076-266-8931グランファルマ株式会塗師　亜希子 平25. 8. 1 薬局
     金沢市無量寺五丁目７１－１ 常　勤:    1社　代表取締役　柴田 新規 現存
     (薬       1)　剛介 平25. 8. 1
     非常勤:   21
     (薬      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15901,4480,1 三馬あおぞら薬局 〒921-8151 076-280-8931グランファルマ株式会中島　明子 平25. 9. 1調剤 薬局
     金沢市窪７丁目２００番地 常　勤:    1社　代表取締役　柴田 新規 現存
     (薬       1)　剛介 平25. 9. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16001,4481,9 あさぎ薬局 〒920-0804 076-216-7777泉　貴暁 泉　裕子 平25.10. 1調剤 薬局
     金沢市鳴和１丁目３番１２号桂ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル１Ｆ (薬       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16101,4482,7 しんたて薬局 〒920-0971 076-256-5992北　健一 北　健一 平25.12. 1調剤 薬局
     金沢市鱗町１０４番地 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16201,4483,5 クスリのアオキ玉鉾薬〒921-8002 076-291-2110株式会社クスリのアオ佐藤　理紗 平25.12. 1調剤 薬局
     局 金沢市玉鉾１丁目２７番地 常　勤:    1キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       1)　宏憲 平25.12. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16301,4484,3 調剤センター松村薬局〒920-0348 076-254-0341株式会社ファーマみら済田　靖子 平25.11. 1調剤 薬局
     金沢市松村４丁目４１６番地１ 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:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16401,4485,0 調剤センター藤江北薬〒920-0345 076-256-0484株式会社ファーマみら齋藤　利香 平25.11. 1調剤 薬局
     局 金沢市藤江北一丁目４３４番地 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:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16501,4486,8 てまり古府薬局 〒920-0362 076-287-5330株式会社スパーテル　庄源　民湖 平26. 4. 1 薬局
     金沢市古府２丁目５０番 常　勤:    1代表取締役　橋本　昌 新規 現存
     (薬       1)子 平26. 4. 1
     非常勤:   18
     (薬      18)
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  16601,4487,6 なの花薬局大桑店 〒921-8045 076-259-5253株式会社なの花中部　田口　吉史 平26. 5. 1調剤 薬局
     金沢市大桑２丁目２５６番地 常　勤:    1代表取締役　國松　一 新規 現存
     (薬       1)徳 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16701,4488,4 矢木あおぞら薬局 〒921-8066 076-269-8931グランファルマ株式会田川　綾 平26. 6. 1 薬局
     金沢市矢木１丁目４４番地 常　勤:    2社　代表取締役　柴田 新規 現存
     (薬       2)　剛介 平26. 6. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16801,4491,8 クスリのアオキ御経塚〒921-8065 076-269-0873株式会社クスリのアオ近藤　みゆき 平26. 7. 1 薬局
     薬局 金沢市上荒屋１丁目２２２番地 常　勤:    2キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       2)　宏憲 平26. 7. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16901,4492,6 浅野川はなの木薬局 〒920-0018 076-201-8197株式会社へリックスケ辰田　義樹 平26. 7. 1 薬局
     金沢市三口町土３５８番地 常　勤:    1アファーマ　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　曽我　望武 平26. 7. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17001,4493,4 ウエルシア薬局金沢三〒920-0809 076-252-7212ウエルシア薬局株式会宇佐見　洋子 平26. 8. 1 薬局
     池店 金沢市三池栄町３１２番地 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17101,4494,2 扇が丘薬局 〒921-8162 076-259-6082株式会社アイビ　代表北嶋　里香 平26. 7. 1 薬局
     金沢市三馬１丁目４０５番地 常　勤:    1取締役　北嶋　里香 組織変更 現存
     (薬       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17201,4495,9 アイビー薬局 〒921-8011 076-291-0803株式会社アイビ　代表山田　規子 平26. 7. 1 薬局
     金沢市入江２丁目２３２番地 常　勤:    1取締役　北嶋　里香 組織変更 現存
     (薬       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  17301,4496,7 ムライ薬局 〒920-0852 076-231-4095ユーラク株式会社　代村井　裕大 平26. 9. 1 薬局
     金沢市此花町３番２号ライブ１ビ常　勤:    2表取締役　村井　裕大 組織変更 現存
     ル１Ｆ (薬       2) 平26. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17401,4497,5 かもめ薬局 〒920-8201 076-239-1540有限会社ひろ　代表取野手　敏正 平26. 9. 1 薬局
     金沢市鞍月東１丁目２４番地 常　勤:    1締役　中森　寛典 交代 現存
     (薬       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17501,4499,1 瓢箪町あおば薬局 〒920-0845 076-254-0476株式会社バンテージ　亀井　英幸 平26.11. 1 薬局
     金沢市瓢箪町３番１６号 常　勤:    1代表取締役　今井　健 新規 現存
     (薬       1)太 平26.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17601,4500,6 リフル大浦薬局 〒920-0205 076-225-8260株式会社リフルファー西田　満 平27. 2. 1 薬局
     金沢市大浦町ロ１番地３ 常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)西田　満 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17701,4501,4 鞍月トモコ薬局 〒920-8203 076-256-5577有限会社トモコ・メデ法村　泰宏 平27. 3. 1 薬局
     金沢市鞍月５丁目２２５番地 常　勤:    2ィカル・エージェンシ 新規 現存
     (薬       2)ー　代表取締役　船﨑 平27. 3. 1
     非常勤:    3　外茂子
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17801,4502,2 グリーン八日市薬局 〒921-8063 076-259-1464有限会社ヤマトメディ河村　康之 平27. 4. 1 薬局
     金沢市八日市出町９４４番地１ 常　勤:    1カル　代表取締役　作 新規 現存
     (薬       1)村　廣幸 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17901,4503,0 瑠璃光薬局　彦三店 〒920-0854 076-256-1968株式会社瑠璃光　代表黒田　阿友美 平27. 4. 1 薬局
     金沢市安江町３番２６号 常　勤:    3取締役社長　中谷　隆 新規 現存
     (薬       3)正 平27. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  18001,4504,8 近岡アルプ薬局 〒920-8217 076-238-6272株式会社アルプ　代表越中屋　陽子 平27. 4. 1 薬局
     金沢市近岡町３２６番地９ 常　勤:    3取締役　古賀　美純 新規 現存
     (薬       3) 平27. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18101,4505,5 アイリスあおぞら薬局〒920-0024 076-232-4193グランファルマ株式会樋口　敦 平27. 4. 1 薬局
     金沢市西念２丁目３６番５号 常　勤:    2社　代表取締役　柴田 交代 現存
     (薬       2)　剛介 平27. 4. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18201,4506,3 上荒屋菜の花薬局 〒921-8065 076-269-8433一般社団法人ヘルスプ森田　映司 平27. 4. 1 薬局
     金沢市上荒屋１丁目４０４番地 常　勤:    5ランニング金沢　代表 交代 現存
     (薬       5)理事　中谷　浩子 平27. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18301,4507,1 平和町菜の花薬局 〒921-8105 076-245-6700一般社団法人ヘルスプ栄田　佳子 平27. 4. 1 薬局
     金沢市平和町３丁目４番２５号 常　勤:    1ランニング金沢　代表 交代 現存
     (薬       1)理事　中谷　浩子 平27. 4. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18401,4508,9 菜の花薬局 〒920-0848 076-253-8334一般社団法人ヘルスプ山内　美穂 平27. 4. 1 薬局
     金沢市京町２番１８号 常　勤:   11ランニング金沢　代表 交代 現存
     (薬      11)理事　中谷　浩子 平27. 4. 1
     非常勤:   20
     (薬      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18501,4509,7 けんろく菜の花薬局 〒920-0925 076-262-2125一般社団法人ヘルスプ中西　晶子 平27. 4. 1 薬局
     金沢市天神町１丁目１８番３８号常　勤:    1ランニング金沢　代表 交代 現存
     (薬       1)理事　中谷　浩子 平27. 4. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18601,4510,5 クスリのアオキ大河端〒920-0213 076-256-5341株式会社クスリのアオ田嶋　知子 平27. 7. 1 薬局
     薬局 金沢市大河端西１丁目１１１番地常　勤:    1キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       1)　宏憲 平27. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  18701,4512,1 薬局マツモトキヨシ金〒920-0858 076-261-0291株式会社示野薬局　代中野　和之 平27. 7. 1 薬局
     沢西口店 金沢市木ノ新保町１番１号金沢百常　勤:    1表取締役　関　久則 交代 現存
     番街あんと西２Ｆ (薬       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18801,4513,9 ひこそまち薬局 〒920-0901 076-213-5373株式会社テイクファー竹田　茂正 平27. 9. 1 薬局
     金沢市彦三町１丁目５番３３－２常　勤:    1マ　代表取締役　竹田 新規 現存
     号 (薬       1)　茂正 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18901,4514,7 若草薬局 〒921-8111 076-241-9388有限会社かねだ　代表兼田　史生 平27. 8. 1 薬局
     金沢市若草町８番２６号 常　勤:    3取締役　兼田　春生 交代 現存
     (薬       3) 平27. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19001,4516,2 岡薬局 〒920-0902 076-231-4673岡　和彦 村本　美紀子 平27.11. 1 薬局
     金沢市尾張町２丁目１３番８号 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19101,4517,0 クスリのアオキ鞍月薬〒920-8203 076-238-7722株式会社クスリのアオ蔵　裕子 平27.11. 2 薬局
     局 金沢市鞍月５丁目７７番地 常　勤:    2キ　代表取締役　青木 移動 現存
     (薬       2)　宏憲 平27.11. 2
     非常勤:   22
     (薬      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19201,4518,8 り～ど薬局 〒920-0965 076-232-8008Ｌｅａｄ株式会社　代久次　孝幸 平27.11. 1 薬局
     金沢市笠舞３丁目２番３０号 常　勤:    2表取締役　松原　光宏 交代 現存
     (薬       2) 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19301,4519,6 こもれび薬局 〒920-0362 0762-14-6850株式会社Ｈｕｍａｎ　前川　尚 平28. 4. 1 薬局
     金沢市古府１丁目１３２番地グリ常　勤:    1代表取締役　上田　哲 新規 現存
     ーンヒルズⅡ１階 (薬       1)也 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19401,4520,4 大浜アルプ薬局 〒920-0226 076-237-3898株式会社アルプ　代表今﨑　郁代 平28. 4. 1 薬局
     金沢市粟崎町３丁目３１番地２ 常　勤:    1取締役　古賀　美純 移動 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  19501,4521,2 Ｖ・ｄｒｕｇ直江薬局〒920-8216 076-237-6760中部薬品　株式会社　北川　結貴 平28. 6. 1 薬局
     金沢市直江町２５街区１３番地 常　勤:    1代表取締役　高 　基 新規 現存
     (薬       1)彦 平28. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19601,4522,0 ウエルシア薬局金沢大〒921-8045 076-280-5017ウエルシア薬局株式会坂本　渚 平28. 8. 1 薬局
     桑店 金沢市大桑２丁目４７番地 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平28. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19701,4523,8 香林坊あおぞら薬局 〒920-0981 076-224-8931グランファルマ株式会瀧本　紫乃芙 平28. 8. 1 薬局
     金沢市片町１丁目１番地１ 常　勤:    3社　代表取締役　柴田 移動 現存
     (薬       3)　剛介 平28. 8. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19801,4525,3 中央通町あおぞら薬局〒920-0866 076-234-8931グランファルマ株式会辰田　昌代 平28. 9. 1 薬局
     金沢市中央通町１１番５０号 常　勤:    1社　代表取締役　柴田 移動 現存
     (薬       1)　剛介 平28. 9. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19901,4526,1 ウエルシア薬局金沢木〒920-0339 076-267-2530ウエルシア薬局株式会長末　麻生 平28.11. 1 薬局
     曳野店 金沢市木曳野４丁目２２３番地 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平28.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20001,4527,9 瑠璃光薬局西念店 〒920-0024 076-204-6208株式会社瑠璃光　代表田中　一弘 平28.11. 1 薬局
     金沢市西念３丁目１６番２３号 常　勤:    3取締役　中谷　隆正 新規 現存
     (薬       3) 平28.11. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20101,4528,7 健伸薬局金沢大学病院〒920-0935 076-221-7020有限会社大峰　代表取浅川　光代 平28.12. 1 薬局
     前店 金沢市石引１丁目５－２１ 常　勤:    2締役　浅川　光代 新規 現存
     (薬       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  20201,4529,5 ウエルシア薬局金沢直〒920-8214 076-238-4827ウエルシア薬局株式会長江　瑛理子 平29. 1. 1 薬局
     江店 金沢市直江南１丁目４４番地 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平29. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20301,4531,1 京町とくひさ薬局 〒920-0848 076-225-5788有限会社とくひさ　代出島　圭香 平29. 2.13 薬局
     金沢市京町２番１号 常　勤:    1表取締役　徳久　宏子 移動 現存
     (薬       1) 平29. 2.13
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20401,4532,9 ファーマライズ薬局　〒921-8044 076-249-2203ファーマライズ株式会吉島　絵里 平29. 4. 1 薬局
     西金沢店 金沢市米泉町１０丁目１番地１６常　勤:    1社　代表取締役　田仲 新規 現存
     ０朱鷺の苑かがやき１階 (薬       1)　義弘 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20501,4533,7 スコールあおぞら薬局〒920-0031 076-223-8931グランファルマ株式会橋本　佳奈子 平29. 4. 1 薬局
     金沢市広岡３丁目３番７０号ＪＲ常　勤:    1社　代表取締役　柴田 新規 現存
     金沢駅西第二ＮＫビル (薬       1)　剛介 平29. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20601,4534,5 吉野薬局 〒920-1922 076-222-7681有限会社クリニカルフ正田　力也 平29. 4. 1 薬局
     金沢市横山町１５番２７号 常　勤:    1ァーマシー　代表取締 交代 現存
     (薬       1)役　岩崎　裕昭 平29. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20701,4535,2 キリン堂　長坂薬局 〒921-8112 076-242-4020株式会社キリン堂　代浅妻　喜一 平29. 7. 1 薬局
     金沢市長坂２丁目１番４２号 常　勤:    1表取締役　寺西豊彦 新規 現存
     (薬       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20801,4536,0 米泉アルプ薬局 〒921-8044 076-242-5656株式会社アルプ　代表住田　美貴 平29. 8. 1 薬局
     金沢市米泉町４丁目２３－１ 常　勤:    1取締役　古賀美純 新規 現存
     (薬       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  20901,4537,8 キリン堂　高尾台薬局〒921-8155 076-298-5105株式会社キリン堂　代田中　一博 平29. 8. 1 薬局
     金沢市高尾台４丁目２３番地 常　勤:    1表取締役　寺西　豊彦 新規 現存
     (薬       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21001,4538,6 グリーン直江薬局 〒920-8213 076-208-4727有限会社ヤマトメディ青野　充範 平29. 9. 1 薬局
     金沢市直江東１丁目１４３－２ カル　代表取締役　作 新規 現存
     村　廣幸 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21101,4539,4 キリン堂　金沢元町薬〒920-0842 076-252-5722株式会社キリン堂　代地田　淳輝 平29. 9. 1 薬局
     局 金沢市元町２丁目６番１号 常　勤:    1表取締役　寺西　豊彦 新規 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21201,4540,2 のまち薬局 〒921-8031 076-245-0896株式会社ＥＨＭメディ 井　美紀 平29. 9. 1 薬局
     金沢市野町２丁目４番１１号 常　勤:    2カル　代表取締役社長 組織変更 現存
     (薬       2)　橋本　昌子 平29. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21301,4541,0 あゆみ薬局 〒920-0335 076-256-0355株式会社　あゆみ薬局松金　誠喜 平29.10. 1 薬局
     金沢市金石東１丁目４番９号 常　勤:    1　代表取締役　松金　 新規 現存
     (薬       1)誠喜 平29.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21401,4542,8 ウエルシア薬局金沢出〒920-0056 076-210-5580ウエルシア薬局株式会耳浦　彩 平29.11. 1 薬局
     雲町店 金沢市出雲町イ２２２番 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21501,4543,6 ファーマライズ薬局　〒920-0003 076-213-3210ファーマライズ株式会西林　聡裕 平29.11. 1 薬局
     疋田店 金沢市疋田１丁目２１５番地 常　勤:    1社　代表取締役　田仲 新規 現存
     (薬       1)　義弘 平29.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21601,4544,4 クスリのアオキ伏見台〒921-8177 076-287-5332株式会社クスリのアオ宇野　宗司 平29.12. 1 薬局
     薬局 金沢市伏見台２丁目７番５号 非常勤:    5キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       5)宏憲 平29.12. 1
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  21701,4545,1 泉丘らいふ薬局 〒921-8116 076-256-2640株式会社ナチュラルラ早川　航 平30. 1. 1 薬局
     金沢市泉野出町４丁目２番３号 常　勤:    1イフ　代表取締役　竹 新規 現存
     (薬       1)原　稔 平30. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21801,4546,9 神田まつだ薬局 〒921-8013 076-292-7477松田石産株式会社　代原　直子 平29.12. 1 薬局
     金沢市新神田４丁目６番２号 常　勤:    2表取締役　松田泰美 交代 現存
     (薬       2) 平29.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21901,4547,7 タイヨウ薬局 〒920-1154 076-229-7880大陽株式会社　代表取河島　進 平29.12. 7 薬局
     金沢市太陽が丘３丁目１番１５号常　勤:    1締役　河島　進 交代 現存
     (薬       1) 平29.12. 7
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22001,4548,5 むさしまち薬局 〒920-0853 076-224-0150株式会社ＥＨＭメディ源　秀洋 平30. 1. 1 薬局
     金沢市本町１丁目２番５４号 常　勤:    1カル　代表取締役　橋 移動 現存
     (薬       1)本　昌子 平30. 1. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22101,4549,3 瑠璃光薬局　疋田店 〒920-0003 076-258-2108株式会社　瑠璃光　代岡田　隆史 平30. 4. 1 薬局
     金沢市疋田２丁目４５番地 常　勤:    1表取締役　社長　中谷 現存
     (薬       1)　隆正 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22201,4550,1 若林光生堂薬局 〒921-8173 076-259-5862若林　玲子 若林　玲子 平30. 3. 5 薬局
     金沢市円光寺２丁目６番１２号 常　勤:    2 移動 現存
     (薬       2) 平30. 3. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22301,4551,9 瑠璃光薬局　朝霧台店〒920-1158 076-223-6528株式会社　瑠璃光　代齊藤　みほ 平30. 5. 1 薬局
     金沢市朝霧台１丁目１７５番地 常　勤:    1表取締役社長　中谷　 新規 現存
     (薬       1)隆正 平30. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  22401,4552,7 Ｖ・ｄｒｕｇ　鳴和薬〒920-0818 076-213-5096中部薬品株式会社　代山口　哲一 平30. 6. 1 薬局
     局 金沢市大樋町３番３号 常　勤:    1表取締役　高 　基彦 新規 現存
     (薬       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22501,4553,5 八日市おかだ薬局 〒921-8064 076-220-6457株式会社　岡田薬局　岡田　健太 平30. 6. 1 薬局
     金沢市八日市４丁目３６８番地　常　勤:    1代表取締役　岡田　全 新規 現存
     Ｋ６コーポ　１０３ (薬       1)治 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22602,4002,1 合名会社　中山薬局 〒926-0804 0767-52-3107合名会社中山薬局　代橋本　秀和 昭41.10. 1 薬局
     七尾市生駒町６の１ 常　勤:    1表社員　橋本　秀和 現存
     (薬       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22702,4024,5 有限会社　瀬川薬局 〒926-0057 0767-53-0810有限会社瀬川薬局　代瀬川　孝司 昭62. 3. 1 薬局
     七尾市鍛冶町５０番地 常　勤:    3表取締役　瀬川　孝司 現存
     (薬       3) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22802,4026,0 ななお調剤薬局 〒926-0821 0767-52-2092有限会社ナガエ　代表永江　典之 平 2. 6. 1 薬局
     七尾市国分町ラの３番地 常　勤:    1取締役　永江　典之 現存
     (薬       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22902,4030,2 つじ薬局 〒926-0175 0767-62-3433ツジ・コーポレーショ辻　律子 平 5. 8. 1 薬局
     七尾市和倉町ワ部３番地６ 常　勤:    2ン株式会社　代表取締 現存
     (薬       2)役　辻　久隆 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23002,4037,7 坂本薬局 〒926-0056 0767-53-0046合名会社　坂本薬局　竹室　慶衣子 平11. 8. 1 薬局
     七尾市塗師町６番地１ 常　勤:    1代表社員　竹室　慶衣 新規 現存
     (薬       1)子 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23102,4041,9 あおぞら七尾薬局 〒926-0042 0767-54-8931グランファルマ株式会瀧本　他恵子 平13. 7.21 薬局
     七尾市作事町５８番地２ 常　勤:    1社　代表取締役　柴田 新規 現存
     (薬       1)　剛介 平25. 7.21
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  23202,4043,5 コトブキ薬局 〒926-0867 0767-52-8113株式会社　阪神調剤薬黒金　崇 平14. 4. 1 薬局
     七尾市桜町９２番４ 常　勤:    2局　代表取締役　岩崎 新規 現存
     (薬       2)　壽毅 平26. 4. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23302,4046,8 あさひ薬局 〒926-0033 0767-57-8155有限会社朝日堂　代表竹本　等 平15. 3. 1 薬局
     七尾市千野町に５－２ 常　勤:    2取締役社長　竹本　等 組織変更 現存
     (薬       2) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23402,4048,4 七尾らいふ薬局 〒926-0816 0767-52-3587株式会社ナチュラルラ 　佳亮 平15. 4. 1 薬局
     七尾市藤橋町ケ之部８１番１ 常　勤:    2イフ　代表取締役　竹 新規 現存
     (薬       2)原稔 平27. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23502,4056,7 万行あおぞら薬局 〒926-0012 0767-52-8931グランファルマ株式会松本　隆利 平17. 7. 1 薬局
     七尾市万行地区区画整理事業施行常　勤:    1社　代表取締役　柴田 新規 現存
     地区内仮換地番３５街区９番 (薬       1)　剛介 平29. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23602,4057,5 のとじま薬局 〒926-0203 0767-84-0087山本　桂子 山本　桂子 平17.11. 1 薬局
     七尾市能登島鰀目町２９部７番地常　勤:    1 新規 現存
     １ (薬       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23702,4058,3 あおぞら薬局 〒929-2241 0767-66-8888グランファルマ株式会川野　徳幸 平18. 6. 1 薬局
     七尾市中島町浜田１－３４番地１常　勤:    3社　代表取締役　柴田 移動 現存
     (薬       3)　剛介 平30. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23802,4061,7 モリ薬局 〒926-0048 0767-53-3123合資会社　モリ薬局　守　亮一 平19. 6. 1 薬局
     七尾市桧物町２８番地 常　勤:    1代表社員　守　晶子 移動 現存
     (薬       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23902,4063,3 クスリのアオキ小島薬〒926-0852 0767-52-2701株式会社クスリのアオ田畑　教郎 平21. 6.15 薬局
     局 七尾市小島町大開地１番７８ 常　勤:    3キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       3)　宏憲 平27. 6.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  24002,4064,1 さくら薬局　七尾店 〒926-0855 0767-52-9383クラフト株式会社　代畑井　一志 平22. 4. 1 薬局
     七尾市小丸山台３－９６ 常　勤:    1表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24102,4065,8 薬局マツモトキヨシ七〒926-0821 0767-52-8355株式会社示野薬局　代渡邉　敬 平22.10. 1 薬局
     尾西店 七尾市国分町ラ１７ 常　勤:    1表取締役　関　久則 新規 現存
     (薬       1) 平28.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24202,4066,6 ふじはしまち薬局 〒926-0816 0767-57-5353株式会社ＥＨＭメディ川尻　みち枝 平22.11. 1 薬局
     七尾市藤橋町戌１５番４ 常　勤:    1カル　代表取締役社長 新規 現存
     (薬       1)　橋本　昌子 平28.11. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24302,4067,4 みそぎ薬局 〒926-0852 0767-52-8280株式会社アシスト　代山下　相兵 平24. 1. 4他   薬局
     七尾市小島町ニ５０番７ 常　勤:    1表取締役　笹山　彰 移動 現存
     (薬       1) 平30. 1. 4
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24402,4069,0 石崎あおぞら薬局 〒926-0171 0767-62-3902グランファルマ株式会松本　亜希子 平24.11. 1他   薬局
     七尾市石崎町ヱ５番地１ 常　勤:    1社　代表取締役　柴田 新規 現存
     (薬       1)　剛介 平24.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24502,4070,8 徳田あおぞら薬局 〒926-0824 0767-57-0891グランファルマ株式会南　佐和子 平25. 4. 1他   薬局
     七尾市下町ニ１６－１ 常　勤:    1社　代表取締役　柴田 新規 現存
     (薬       1)　剛介 平25. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24602,4071,6 神明あおぞら薬局 〒926-0046 0767-53-8931グランファルマ株式会深見　巌 平25. 9. 1調剤 薬局
     七尾市神明町ト部３４番地１ 常　勤:    1社　代表取締役　柴田 新規 現存
     (薬       1)　剛介 平25. 9. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  24702,4072,4 ウエルシア薬局七尾和〒926-0171 0767-62-1021ウエルシア薬局株式会山邑　真二郎 平25. 9. 1調剤 薬局
     倉店 七尾市石崎町タ１６－１ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平25. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24802,4074,0 阪神調剤薬局　さくら〒926-0867 0767-53-5583株式会社阪神調剤薬局臼井　陽平 平25.12. 1調剤 薬局
     店 七尾市桜町７８－１ 常　勤:    1　代表取締役　岩崎　 移動 現存
     (薬       1)壽毅 平25.12. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24902,4075,7 本府中アルプ薬局 〒926-0021 0767-57-5719株式会社　アルプ　代 野　勝政 平26. 6. 1 薬局
     七尾市本府中町ワ部５番地６ 常　勤:    2表取締役　古賀　美純 新規 現存
     (薬       2) 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25002,4076,5 フラスコ薬局 〒926-0031 0767-58-5005株式会社フラスコ　代島野　久美子 平26.10. 1 薬局
     七尾市古府町リ－１－３ 常　勤:    2表取締役　川尻　力 新規 現存
     (薬       2) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25102,4077,3 パトリア中山薬局 〒926-0811 0767-54-0739合名会社中山薬局　代橋本　秀隆 平28. 2.29 薬局
     七尾市御祓町１番地パトリア１階常　勤:    1表社員　橋本　秀和 移動 現存
     (薬       1) 平28. 2.29
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25202,4078,1 ペンギン薬局 〒926-0811 0767-53-8111株式会社アルカサル　伊藤　大地 平29. 1. 1 薬局
     七尾市御祓町子５番－１ 常　勤:    1代表取締役　八重　恵 交代 現存
     (薬       1)介 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25302,4079,9 和倉あおぞら薬局 〒926-0171 0767-62-8931グランファルマ株式会箕浦　翔 平29. 4. 1 薬局
     七尾市石崎町夕部１５番地５号 常　勤:    1社　代表取締役　柴田 新規 現存
     (薬       1)　剛介 平29. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  25402,4080,7 能登総合病院前あおぞ〒926-0816 0767-52-9800グランファルマ株式会津幡　知侑 平30. 4. 1 薬局
     ら薬局 七尾市藤橋町ア部６番地１９ 常　勤:    1社　代表取締役　柴田 移動 現存
     (薬       1)　剛介 平30. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25502,4081,5 日本調剤　小丸山薬局〒926-0816 0767-52-6240日本調剤株式会社　代横山　裕俊 平30. 4. 1 薬局
     七尾市藤橋町ア６番１９ 常　勤:    1表取締役　三津原　博 移動 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25603,4036,7 カツキ薬局糸町店 〒923-0811 0761-24-2399勝木　宏 勝木　緑 昭61. 1.28 薬局
     小松市白江町ロ４５の１ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平28. 1.28
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25703,4043,3 勝木薬局 〒923-0926 0761-22-0226勝木　宏 勝木　大輔 平 2. 8. 1 薬局
     小松市竜助町８５ 常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25803,4045,8 マサキ健康堂 〒923-0806 0761-21-2169正木　謙二 正木　謙二 平 2.12. 1 薬局
     小松市小寺町乙－１５１－５ 常　勤:    3 現存
     (薬       3) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25903,4047,4 有限会社　かるみ薬局〒923-0825 0761-47-0123有限会社かるみ薬局　川岸　康男 平 5. 6. 1 薬局
     小松市西軽海町１丁目１０４番地常　勤:    1代表取締役　川岸　康 現存
     (薬       1)男 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26003,4048,2 あさい薬局 〒923-0066 0761-47-0636浅井　慶治 浅井　栄子 平 5. 8. 1 薬局
     小松市埴田町乙４３ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26103,4049,0 箔山堂薬局 〒923-0965 0761-44-8877株式会社南山堂　代表仲原　克彦 平 8. 9.18 薬局
     小松市串町東５０番地１ 常　勤:    2取締役　新庄　正志 現存
     (薬       2) 平29. 9.18
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 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［石川県］

［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    36 頁

  26203,4052,4 下野薬局 〒923-0302 0761-43-8282株式会社　永寿堂　下下野　啓介 平10. 1.16 薬局
     小松市符津町ウ７７－２ 常　勤:    1野薬品　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)下野　武夫 平28. 1.16
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26303,4053,2 折本薬局 〒923-0957 0761-22-0235有限会社　折本　代表折本　喜美子 平11.12. 1 薬局
     小松市本折町１２９番地 常　勤:    1取締役　折本健次 組織変更 現存
     (薬       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26403,4056,5 竹森薬局 〒923-0913 0761-22-0545竹森　幸弘 竹森　幸弘 平12.12. 1他   薬局
     小松市松任町５７ 常　勤:    3 新規 現存
     (薬       3) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26503,4058,1 箔山堂向本折薬局 〒923-0961 0761-25-1700株式会社　南山堂　代中山　聡美 平13. 5. 1 薬局
     小松市向本折町午２９０番地１ 常　勤:    1表取締役　新庄　正志 新規 現存
     (薬       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26603,4060,7 まるぶん薬局 〒923-0948 0761-24-3989西出　文子 西出　文子 平13. 6. 1 薬局
     小松市錦町３９番地 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26703,4063,1 クスリのアオキ　園町〒923-0801 0761-23-5868株式会社　クスリのア三島　めぐみ 平13. 7. 1 薬局
     薬局 小松市園町ホ１０７ー３ 常　勤:    2オキ　代表取締役　青 新規 現存
     (薬       2)木　宏憲 平25. 7. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26803,4064,9 小松あおぞら薬局 〒923-0961 0761-23-2024フリードリッヒ有限会阿戸　雅子 平13. 7. 1 薬局
     小松市向本折町ホ８１番地１ 常　勤:    3社　代表取締役　柴田 交代 現存
     (薬       3)　寛治 平25. 7. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26903,4066,4 箔山堂今江薬局 〒923-0964 0761-25-1155株式会社　南山堂　代神澤　直子 平13.10. 1 薬局
     小松市今江町８丁目２４０番地 常　勤:    1表取締役　新庄　正志 新規 現存
     (薬       1) 平25.10. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  27003,4067,2 小松ゆうゆう薬局 〒923-0801 0761-20-5000株式会社　ハイ・サポ兼田　佳緒里 平13.10.11 薬局
     小松市園町ホ９７番地３ 常　勤:    3ート　代表取締役　辻 新規 現存
     (薬       3)川　弘子 平25.10.11
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27103,4069,8 マルホ薬局 〒923-0921 0761-22-4522村田　伸仁 村田　伸仁 平15. 2.17 薬局
     小松市土居原町５０９－１ 常　勤:    2 移動 現存
     (薬       2) 平27. 2.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27203,4070,6 小馬出あおぞら薬局 〒923-0918 0761-21-4884グランファルマ株式会森　光世 平15. 3. 1 薬局
     小松市京町５４番２ 常　勤:    2社　代表取締役　柴田 新規 現存
     (薬       2)　剛介 平27. 3. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27303,4074,8 いちご薬局 〒923-0342 0761-43-1151有限会社　すぎもと　杉本　雅規 平17. 2. 1 薬局
     小松市矢田野町ヲ５５番１ 常　勤:    3代表取締役　杉本　雅 新規 現存
     (薬       3)規 平29. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27403,4075,5 アン薬局 〒923-0868 0761-22-9383有限会社　メディトラ田中　清志 平17. 8. 1 薬局
     小松市日の出町１丁目１６０番地常　勤:    2スト　代表取締役　田 新規 現存
     (薬       2)中　清志 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27503,4076,3 石倉薬局 〒923-0326 0761-65-1002石倉　衞 石倉　衞 平18. 1. 4 薬局
     小松市粟津町ワ３９の２ 常　勤:    2 交代 現存
     (薬       2) 平30. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27603,4077,1 若杉アルプ薬局 〒923-0832 0761-48-5522株式会社　アルプ　代東野　省子 平18.11. 1 薬局
     小松市若杉町三丁目３１番 常　勤:    1表取締役　古賀　美純 新規 現存
     (薬       1) 平24.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27703,4078,9 箔山堂城山薬局 〒923-0964 0761-21-1151株式会社　南山堂　代山田　尚彦 平18.12.12 薬局
     小松市今江町７丁目２２２番地２常　勤:    3表取締役　新庄　正志 新規 現存
     (薬       3) 平24.12.12
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  27803,4080,5 箔山堂北浅井薬局 〒923-0851 0761-23-7717株式会社　南山堂　代円満字　恵子 平19. 5. 1 薬局
     小松市北浅井町ハ５０番地１ 常　勤:    2表取締役　新庄　正志 新規 現存
     (薬       2) 平25. 5. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27903,4081,3 やわたたんぽぽ薬局 〒923-0833 0761-47-1650たんぽぽ薬局株式会社中尾　真由美 平19. 6. 1 薬局
     小松市八幡イ８番６ 常　勤:    7　代表取締役　松野　 新規 現存
     (薬       7)英子 平25. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28003,4082,1 クローバー薬局 〒923-0854 0761-48-8878株式会社　クローバー太田　英夫 平19. 6.27 薬局
     小松市大領町ロ７７番地２ 常　勤:    2・ファーマシー　代表 新規 現存
     (薬       2)取締役　太田　英夫 平25. 6.27
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28103,4083,9 園町アルプ薬局 〒923-0801 0761-22-2227株式会社　アルプ　代南出　晃伸 平19.10. 1 薬局
     小松市園町ニ２２番２ 常　勤:    3表取締役　古賀　美純 新規 現存
     (薬       3) 平25.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28203,4084,7 オリーブ薬局 〒923-0801 0761-24-2666株式会社　オリーブ薬上田　宏格 平19.11. 1 薬局
     小松市園町ニ６６番地 常　勤:    1局　代表取締役　上田 新規 現存
     (薬       1)　宏格 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28303,4085,4 中森かいてき小松薬局〒923-0802 0761-41-5650有限会社　ひろ　代表前川　敏康 平20. 4. 1 薬局
     小松市上小松町丙６７－６ 常　勤:    2取締役　中森　寛典 新規 現存
     (薬       2) 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28403,4086,2 ピスコしままち薬局 〒923-0303 0761-48-5580株式会社ピスコ　代表清水　美雅 平20.12. 1 薬局
     小松市島町ル６９番地１ 常　勤:    1取締役　中坪　明子 新規 現存
     (薬       1) 平26.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  28503,4087,0 てまり下牧薬局 〒923-0026 0761-48-6006株式会社　スパーテル光谷　政洋 平20.12. 1 薬局
     小松市下牧町ホ１０１番１ 常　勤:    1　代表取締役　橋本　 新規 現存
     (薬       1)昌子 平26.12. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28603,4088,8 クスリのアオキ小松日〒923-0868 0761-23-3850株式会社クスリのアオ竹山　陽三 平21. 4. 1 薬局
     の出薬局 小松市日の出町４丁目２１２番 常　勤:    1キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       1)　宏憲 平27. 4. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28703,4089,6 てまり南部薬局 〒923-0971 0761-46-5544株式会社　スパーテル錢田　真里 平21.12. 1 薬局
     小松市四丁町ハ１－２ 常　勤:    1　代表取締役　橋本　 新規 現存
     (薬       1)昌子 平27.12. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28803,4091,2 クスリのアオキ若杉薬〒923-0832 0761-23-0035株式会社クスリのアオ楢原　由大 平22. 4. 1 薬局
     局 小松市若杉町２丁目３５番地 常　勤:    3キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       3)　宏憲 平28. 4. 1
     非常勤:   23
     (薬      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28903,4092,0 軽海あおぞら薬局 〒923-0825 0761-47-8931グランファルマ株式会山地　慶子 平22. 9. 1 薬局
     小松市西軽海町１－１３７ 常　勤:    1社　代表取締役　柴田 新規 現存
     (薬       1)　剛介 平28. 9. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29003,4093,8 吉竹らいふ薬局 〒923-0835 0761-22-3888株式会社　ナチュラル草野　節子 平23. 8. 1 薬局
     小松市吉竹町４丁目２２１番地 常　勤:    6ライフ　代表取締役　 新規 現存
     (薬       6)竹原　稔 平29. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29103,4095,3 一般社団法人小松能美〒923-0961 0761-25-5454一般社団法人小松能美筒井　伸幸 平24. 4. 1 薬局
     薬剤師会　小松会営薬小松市向本折町ホ７９ー１ 常　勤:    4薬剤師会　代表理事　 組織変更 現存
     局 (薬       4)下野　啓介 平30. 4. 1
     非常勤:   43
     (薬      43)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  29203,4097,9 日吉アルプ薬局 〒923-0934 0761-58-2611株式会社アルプ　代表内山　美由季 平25. 4. 1他   薬局
     小松市栄町１６番地１ 常　勤:    2取締役　古賀　美純 新規 現存
     (薬       2) 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29303,4098,7 クスリのアオキ向本折〒923-0961 0761-20-1001株式会社クスリのアオ山本　雅治 平25. 5. 7他   薬局
     薬局 小松市向本折町ニ２４番１ 常　勤:    3キ　代表取締役　青木 移動 現存
     (薬       3)　宏憲 平25. 5. 7
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29403,4099,5 Ｖ・ｄｒｕｇ小松沖町〒923-0000 0761-24-5921中部薬品　株式会社　三島　正孝 平25. 8. 1 薬局
     薬局 小松市沖周辺土地区画整理事業地常　勤:    1代表取締役　高 　基 新規 現存
     ７街区１ (薬       1)彦 平25. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29503,4100,1 クスリのアオキ符津薬〒923-0302 株式会社クスリのアオ深井　善仁 平25. 8. 1 薬局
     局 小松市符津町タ３６番１ 常　勤:    1キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       1)　宏憲 平25. 8. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29603,4101,9 沖町みらい薬局 〒923-0861 0761-58-2155瑞兆医薬有限会社　取島　健太郎 平25. 8. 5調剤 薬局
     小松市沖周辺土地区画整理事業施常　勤:    3締役社長　小川　維知 移動 現存
     行地区内５街区３２号 (薬       3)朗 平25. 8. 5
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29703,4102,7 小松たんぽぽ薬局 〒923-0921 0761-23-2071たんぽぽ薬局株式会社吉岡　学 平25.12. 1調剤 薬局
     小松市土居原町１７６番地２ 常　勤:    1　代表取締役　松野　 新規 現存
     (薬       1)英子 平25.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29803,4103,5 箔山堂小松幸町薬局 〒923-0867 0761-21-1677株式会社南山堂　代表山田　泰正 平26. 4. 1 薬局
     小松市幸町３丁目９１－１ 常　勤:    2取締役　新庄　正志 新規 現存
     (薬       2) 平26. 4. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  29903,4104,3 クスリのアオキ白江薬〒923-0811 0761-23-7170株式会社クスリのアオ島　広世 平26. 7. 1 薬局
     局 小松市白江町２０－１ 常　勤:    1キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       1)　宏憲 平26. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30003,4105,0 ふたば沖町薬局 〒923-0861 0761-58-2681ファーマケア株式会社高林　大輔 平27. 5. 1 薬局
     小松市沖町ソ１１７番２ 常　勤:    2　代表取締役　染谷　 新規 現存
     (薬       2)政光 平27. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30103,4106,8 クスリのアオキ今江薬〒923-0964 0761-20-1080株式会社クスリのアオ久田　満里菜 平27. 6. 1 薬局
     局 小松市今江町１丁目３０５番地 常　勤:    1キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       1)　宏憲 平27. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30203,4107,6 レモン薬局 〒923-0945 0761-58-0273田中　星司 田中　星司 平29. 2. 1 薬局
     小松市末広町２４４ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30303,4108,4 イオン薬局　イオンス〒923-0861 0761-20-8502イオンリテール株式会松田　宗之 平29. 3. 1 薬局
     タイル新小松 小松市沖周辺土地区画整理事業区常　勤:    4社　代表取締役　岡崎 新規 現存
     域内２０街区 (薬       4)　双一 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30403,4109,2 矢崎らいふ薬局 〒923-0301 0761-58-2185株式会社ナチュラルラ野本　晴子 平29. 8. 1 薬局
     小松市矢崎町ハ１８０番１ 常　勤:    1イフ　代表取締役　竹 新規 現存
     (薬       1)原　稔 平29. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30503,4111,8 北陸薬局小松店 〒923-0944 0761-23-3300清水　美紀 清水　美紀 平30. 3.10 薬局
     小松市古河町１３２番地 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平30. 3.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30603,4112,6 クスリのアオキ北浅井〒923-0851 0761-25-2400株式会社クスリのアオ廣谷　和美 平30. 3. 5 薬局
     薬局 小松市北浅井町ち２７番地２ 常　勤:    3キ　代表取締役　青木 移動 現存
     (薬       3)　宏憲 平30. 3. 5
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  30704,4010,0 日本調剤　ワイプラザ〒928-0022 0768-23-0772日本調剤株式会社　代片山　直樹 平16. 4. 1 薬局
     薬局 輪島市宅田町４８番地１ 常　勤:    2表取締役社長　三津原 新規 現存
     (薬       2)　博 平28. 4. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30804,4011,8 日本調剤　輪島薬局 〒928-0022 0768-23-0766日本調剤株式会社　代小西　達也 平16. 4. 1 薬局
     輪島市宅田町３８番地３ 常　勤:    1表取締役社長　三津原 移動 現存
     (薬       1)　博 平28. 4. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30904,4012,6 シメノドラッグ輪島薬〒928-0022 0768-22-8650株式会社　示野薬局　河合　智之 平16. 5. 1 薬局
     局 輪島市宅田町１２－１ 常　勤:    1代表取締役　関　久則 新規 現存
     (薬       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31004,4013,4 輪島あおぞら薬局 〒928-0024 0768-23-8008グランファルマ株式会山本　康太郎 平16. 5. 1 薬局
     輪島市山岸町に部１６番地２ 常　勤:    1社　代表取締役　柴田 新規 現存
     (薬       1)　剛介 平28. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31104,4015,9 剱地あおぞら薬局 〒927-2342 0768-45-8888グランファルマ株式会濱　洋子 平11. 9. 6 薬局
     輪島市門前町剱地タ９６ 常　勤:    1社　代表取締役　柴田 現存
     (薬       1)　剛介 平29. 9. 6
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31204,4017,5 ピスコまちの薬局 〒928-0215 0768-32-0205株式会社　ピスコ　代笠原　守郎 平20. 6. 3 薬局
     輪島市町野町粟蔵ホ部２２－１ 常　勤:    1表取締役　中坪　明子 新規 現存
     (薬       1) 平26. 6. 3
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31304,4018,3 門前薬局 〒927-2156 0768-42-0077五十嵐　義憲 五十嵐　恵子 平21. 3. 1 薬局
     輪島市門前町門前１９９４番邸 常　勤:    1 その他 現存
     (薬       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31404,4020,9 にじいろ薬局 〒928-0075 0768-22-0023にじいろ薬局株式会社岩﨑　富和 平24. 3. 1他   薬局
     輪島市鳳至町下町１６４番地４ 常　勤:    1　代表取締役　岩﨑　 新規 現存
     (薬       1)富和 平30. 3. 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［石川県］

［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    43 頁

  31504,4021,7 日本調剤　門前町薬局〒927-2164 0768-43-1820日本調剤株式会社　代本田　賢 平24. 4. 1他   薬局
     輪島市門前町道下七７－１ 常　勤:    3表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       3) 平30. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31604,4023,3 日吉薬局 〒928-0001 0768-22-0355日吉　芳弥 日吉　芳弥 平26. 8. 1 薬局
     輪島市河井町１部６４番地１ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31704,4024,1 クスリのアオキ輪島薬〒928-0022 0768-23-0202株式会社クスリのアオ菅田　雅彦 平26.11.17 薬局
     局 輪島市宅田町５８番地 常　勤:    2キ　代表取締役　青木 移動 現存
     (薬       2)　宏憲 平26.11.17
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31804,4025,8 輪島菜の花薬局 〒928-0064 0768-23-8360一般社団法人ヘルスプ中村　修二 平27. 4. 1 薬局
     輪島市釜屋谷町１字２４番３号 常　勤:    2ランニング金沢　代表 交代 現存
     (薬       2)理事　中谷　浩子 平27. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31904,4026,6 トマト薬局 〒927-2171 0768-42-3220株式会社アルカサル　熊澤　忠志 平29. 1. 1 薬局
     輪島市門前町本市２２－１ 常　勤:    1代表取締役　八重　恵 交代 現存
     (薬       1)介 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32005,4005,7 有限会社　川端薬局 〒927-1214 0768-82-0308有限会社川端薬局　代川端　玲子 平 5.12.16 薬局
     珠洲市飯田町１３部２０番地の１常　勤:    1表取締役　川端　玲子 現存
     (薬       1) 平29.12.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32106,4015,4 芝蘭薬局 〒922-0024 0761-73-3319藤起商事株式会社　代上木　晃一 昭53. 7. 1 薬局
     加賀市大聖寺永町イ１４－１番 常　勤:    3表取締役　竹浪　隆一 現存
     (薬       3) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  32206,4022,0 松が丘薬局 〒922-0436 0761-73-0686池田　正行 池田　正行 平 3. 5.15 薬局
     加賀市松が丘１丁目２１－１１ 常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平30. 5.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32306,4023,8 ササハラ薬局 〒922-0257 0761-77-4433有限会社ササハラ薬局笹原　紀代美 昭59. 3.15 薬局
     加賀市山代温泉桔梗丘２丁目６４常　勤:    2　代表取締役　笹原　 現存
     番地 (薬       2)紀代美 平29. 3.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32406,4024,6 トウダ薬局東町店 〒922-0816 東田　晃 東田　晃 昭59. 5.31 薬局
     加賀市大聖寺東町４丁目２２番地常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29. 5.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32506,4029,5 有限会社　トラヤ薬局〒922-0802 0761-73-0051有限会社トラヤ薬局　宮河　憩子 平元. 9.15 薬局
     加賀市大聖寺越前町３番地 常　勤:    1宮河　憩子 現存
     (薬       1) 平28. 9.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32606,4031,1 車谷薬局 〒922-0242 0761-76-1171車谷　勝行 車谷　勝行 平 2. 8. 1 薬局
     加賀市山代温泉通６４ 常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32706,4032,9 大中薬局 〒922-0411 0761-75-4411大中　禎子 大中　禎子 平 2.11. 1 薬局
     加賀市潮津町チ１５１ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32806,4042,8 タバタ薬局 〒922-0044 0761-73-2468田端　敏郎 田端　敏郎 平 7. 4. 1 薬局
     加賀市大聖寺東横町６７番地の１常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32906,4047,7 クスリのアオキ　大聖〒922-0027 0761-72-7790株式会社　クスリのア三上　奈々恵 平13. 3.19他   薬局
     寺薬局 加賀市大聖寺耳聞山町８６ー８ 常　勤:    2オキ　代表取締役　青 新規 現存
     (薬       2)木　宏憲 平25. 3.19
     非常勤:   20
     (薬      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33006,4049,3 加賀いちご薬局 〒922-0423 0761-75-1531有限会社　すぎもと　杉本　淳子 平13. 5. 1 薬局
     加賀市作見町ホ５９番地１ 常　勤:    1代表取締役　杉本　雅 新規 現存
     (薬       1)規 平25. 5. 1



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［石川県］

［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    45 頁

  33106,4053,5 てらだ薬局 〒922-0411 0761-75-3622寺田　徹朗 寺田　徹朗 平13.12. 1 薬局
     加賀市潮津町ユ１１ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33206,4055,0 北出薬局 〒922-0331 0761-74-2277株式会社　くすりのス北出　清明 平14. 2. 1 薬局
     加賀市動橋町カ－２０ 常　勤:    2ミレ　代表取締役　北 新規 現存
     (薬       2)出　清明 平26. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33306,4062,6 薬局マツモトキヨシ加〒922-0423 0761-73-4885株式会社示野薬局　代長谷川　佑輔 平16. 5. 1 薬局
     賀温泉駅前店 加賀市作見町リ２４ 常　勤:    2表取締役　関　久則 新規 現存
     (薬       2) 平28. 5. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33406,4063,4 箔山堂作見薬局 〒922-0423 0761-72-7077株式会社　南山堂　代加藤　仁美 平16.11. 1 薬局
     加賀市作見町へ１－１ 常　勤:    2表取締役　新庄　正志 新規 現存
     (薬       2) 平28.11. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33506,4064,2 小林薬局 〒922-0414 0761-74-0205小林　由明 小林　由明 平17. 5. 1 薬局
     加賀市片山津町タ１４－４ 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33606,4068,3 山中青木二階堂薬局 〒922-0111 0761-78-3055株式会社　クスリのア村田　尚也 平14. 4. 1 薬局
     加賀市山中温泉塚谷町１丁目１２常　勤:    1オキ　代表取締役　青 その他 現存
     １番地 (薬       1)木　宏憲 平26. 4. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33706,4070,9 中森かいてき山代薬局〒922-0243 0761-77-2157有限会社　ひろ　代表池田　義行 平20.10.14 薬局
     加賀市山代温泉北部３丁目７３ 常　勤:    2取締役　中森　寛典 新規 現存
     (薬       2) 平26.10.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33806,4071,7 山代あおぞら薬局 〒922-0245 0761-77-6000グランファルマ株式会遠藤　優太 平21. 8. 1 薬局
     加賀市山代温泉山背台１－６７－常　勤:    1社　代表取締役　柴田 新規 現存
     ２ (薬       1)　剛介 平27. 8. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  33906,4074,1 中道薬局 〒922-0242 0761-76-1473中道　健志 中道　秀美 平23. 6.14 薬局
     加賀市山代温泉１６－３－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平29. 6.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34006,4075,8 なかみち若葉薬局 〒922-0243 0761-76-4215中道　健志 中道　健志 平23. 6.14 薬局
     加賀市山代温泉北部３丁目３９ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平29. 6.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34106,4077,4 ウエルシア加賀作見薬〒922-0423 0761-75-7251ウエルシア薬局株式会鎌田　建 平24. 9. 1他   薬局
     局 加賀市作見町ニ４２番１ 常　勤:    3社　代表取締役　水野 組織変更 現存
     (薬       3)　秀晴 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34206,4078,2 すぎはら薬局 〒922-0814 0761-72-1719杉原　正人 杉原　正人 平25. 4. 1他   薬局
     加賀市大聖寺菅生町９ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34306,4079,0 えくぼ薬局 〒922-0012 0761-72-8919一般社団法人えくぼ薬久保　里美 平26. 9. 1 薬局
     加賀市下河崎町ト１番地１ 常　勤:    1局　代表理事　久保　 組織変更 現存
     (薬       1)里美 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34406,4080,8 青い森薬局山代店 〒922-0243 0761-75-7020株式会社薬師堂　代表澤野　和彦 平27. 4. 1 薬局
     加賀市山代温泉北部四丁目６２番常　勤:    2取締役　澤野　和彦 新規 現存
     (薬       2) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34506,4081,6 箔山堂加賀温泉薬局 〒922-0423 0761-72-7010株式会社南山堂　代表中田　雅俊 平28. 2. 1 薬局
     加賀市作見町リ７５　１Ｆ 常　勤:    1取締役　新庄　正志 新規 現存
     (薬       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34606,4082,4 加賀温泉駅前あおぞら〒922-0423 0761-72-8911グランファルマ株式会下出　晶子 平28. 3. 1 薬局
     薬局 加賀市作見町リ２８番１ 常　勤:    1社　代表取締役　柴田 新規 現存
     (薬       1)　剛介 平28. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  34706,4083,2 アビオシティ加賀コメ〒922-0423 0761-72-6622株式会社コメヤ薬局　川口　勝士 平28. 4. 1 薬局
     ヤ薬局 加賀市作見町ル２５－１アビオシ常　勤:    1代表取締役　長基　健 新規 現存
     ティ加賀内 (薬       1)司 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34806,4084,0 川畑薬局 〒922-0412 0761-74-1331川畑　美智代 川畑　美智代 平28. 3. 5 薬局
     加賀市片山津温泉井１２ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平28. 3. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34906,4085,7 加賀たんぽぽ薬局 〒922-0423 0761-72-7371たんぽぽ薬局株式会社長野　加奈子 平28. 4. 1 薬局
     加賀市作見町リ２９番地１ 常　勤:    1　代表取締役　松野　 移動 現存
     (薬       1)英子 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35006,4088,1 クスリのアオキ山代薬〒922-0242 0761-77-7100株式会社クスリのアオ村田　匡 平29. 2.27 薬局
     局 加賀市山代温泉１８５番１ 常　勤:    4キ　代表取締役　青木 移動 現存
     (薬       4)　宏憲 平29. 2.27
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35107,4010,3 高田薬局 〒925-0033 0767-22-4111高田　泉 高田　泉 平 2. 3.16 薬局
     羽咋市川原町テ６１－１ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29. 3.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35207,4011,1 ヒラバ薬局 〒925-0033 0767-22-7788有限会社ヒラバ薬局　平場　芙美代 平 3. 4. 1 薬局
     羽咋市川原町エ１６８の２ 常　勤:    1代表取締役　平場　啓 現存
     (薬       1)恒 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35307,4013,7 はくい薬局 〒925-0036 0767-22-9122有限会社　羽咋やくし村上　成子 平11.10. 1 薬局
     羽咋市的場町稲荷山出口８番地２常　勤:    5ん会　代表取締役　髙 新規 現存
     (薬       5)田　泉 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35407,4016,0 カワサキ薬局 〒925-0034 0767-22-0171河崎　正一 河崎　正一 平14. 3.18 薬局
     羽咋市旭町エ２－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平26. 3.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  35507,4020,2 クスリのアオキ羽咋店〒925-0026 0767-22-3033株式会社　クスリのア水澤　達也 平17. 8. 1 薬局
     青木二階堂薬局 羽咋市石野町ト３７ 常　勤:    1オキ　代表取締役　青 新規 現存
     (薬       1)木　宏憲 平29. 8. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35607,4021,0 はくいあおば薬局 〒925-0036 0767-22-8788株式会社アド・メディ林　さゆり 平21. 2.25 薬局
     羽咋市的場１３番地１ 常　勤:    1カル　代表取締役　品 新規 現存
     (薬       1)田　昭彦 平27. 2.25
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35707,4022,8 さくら薬局　羽咋的場〒925-0036 0767-22-9383クラフト株式会社　代西澤　昌宏 平22. 4. 1 薬局
     店 羽咋市的場町稲荷山出口１０－１常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     (薬       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35807,4023,6 鶴多あおぞら薬局 〒925-0027 0767-22-8931グランファルマ株式会日光　智愛 平25. 2.25他   薬局
     羽咋市鶴多町亀田４番５ 常　勤:    2社　代表取締役　柴田 移動 現存
     (薬       2)　剛介 平25. 2.25
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35907,4024,4 羽咋菜の花薬局 〒925-0049 0767-22-7722一般社団法人ヘルスプ村上　顕弘 平27. 4. 1 薬局
     羽咋市柳橋町堂田５５－１ 常　勤:    3ランニング金沢　代表 交代 現存
     (薬       3)理事　中谷　浩子 平27. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36007,4025,1 瑠璃光薬局碁石ヶ峰登〒929-1572 0767-23-4368株式会社瑠璃光　代表神田　哲雄 平28.10. 1 薬局
     り口店 羽咋市大町イ８－８ 常　勤:    1取締役　中谷　隆正 新規 現存
     (薬       1) 平28.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36112,4024,4 青い森薬局川北店 〒923-1267 076-277-8075株式会社薬師堂　代表森　英毅 平27. 8. 1 薬局
     能美郡川北町字壱ツ屋１９４番地常　勤:    2取締役　澤野　和彦 交代 現存
     (薬       2) 平27. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  36213,4027,5 中森全快堂　新庄薬局〒921-8824 076-227-0739株式会社　中森全快堂中森　慶滋 平10.11. 1 薬局
     野々市市新庄５丁目１０３番地 常　勤:    1　代表取締役　中森　 新規 現存
     (薬       1)慶滋 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36313,4038,2 御経塚みらい薬局 〒921-8801 076-240-7100瑞兆医薬有限会社　取稲垣　伸士 平14.11. 1 薬局
     野々市市御経塚２丁目２７１ 常　勤:    2締役社長　小川維知朗 新規 現存
     (薬       2) 平26.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36413,4040,8 押野あおぞら薬局 〒921-8802 076-294-3953グランファルマ株式会端崎　麻里 平15. 6. 1 薬局
     野々市市押野６丁目１７４ 常　勤:    1社　代表取締役　柴田 現存
     (薬       1)　剛介 平27. 6. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36513,4046,5 横宮町あおば薬局 〒921-8817 076-248-9485株式会社バンテージ　小此内　麻紀 平17. 1. 1 薬局
     野々市市横宮町６７－１ 常　勤:    2代表取締役　今井　健 新規 現存
     (薬       2)太 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36613,4047,3 中森全快堂白山町薬局〒921-8821 076-294-6144株式会社　中森全快堂牧野　るみ子 平17. 5. 9 薬局
     野々市市白山町６番７号 常　勤:    6　代表取締役　中森慶 新規 現存
     (薬       6)滋 平29. 5. 9
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36713,4048,1 野々市三納コメヤ薬局〒921-8825 076-294-1311株式会社　コメヤ薬局白井　昌代 平17. 8. 9 薬局
     野々市市三納２丁目１５５番地 常　勤:    2　代表取締役　長基　 新規 現存
     (薬       2)健司 平29. 8. 9
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36813,4049,9 上林あおば薬局 〒921-8835 076-248-7131株式会社　バンテージ松本　暁人 平17.10.25 薬局
     野々市市上林４丁目６５０ 常　勤:    1　代表取締役　今井　 新規 現存
     (薬       1)健太 平29.10.25
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  36913,4052,3 クスリのアオキ扇が丘〒921-8812 076-246-2273株式会社　クスリのア寺口　敦子 平18. 5.15 薬局
     薬局 野々市市扇が丘３４番６号 常　勤:    1オキ　代表取締役　青 新規 現存
     (薬       1)木　宏憲 平30. 5.15
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37013,4053,1 御経塚コメヤ薬局 〒921-8801 076-269-3000株式会社　コメヤ薬局奥　久人 平18. 9.21 薬局
     野々市市御経塚３丁目１２８番地常　勤:    1　代表取締役　長基　 新規 現存
     (薬       1)健司 平24. 9.21
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37113,4054,9 サンライトなかよし薬〒921-8835 076-225-3376株式会社　アクセスラ義原　由利子 平19. 9. 1 薬局
     局 野々市市上林４丁目５１０番 常　勤:    3イフ　代表取締役　住 新規 現存
     (薬       3)川　奈美 平25. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37213,4055,6 ピスコとくもと薬局 〒921-8842 076-287-0215株式会社ピスコ　代表新　みどり 平20. 8. 1 薬局
     野々市市徳用二丁目８番地 常　勤:    2取締役　中坪　明子 新規 現存
     (薬       2) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37313,4056,4 イオン薬局野々市南店〒921-8835 076-246-8120イオンリテール株式会長田　真 平20. 8.21 薬局
     野々市市上林４－７４７ 常　勤:    3社　代表取締役　岡崎 組織変更 現存
     (薬       3)　双一 平26. 8.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37413,4057,2 太平寺らいふ薬局 〒921-8845 076-294-3388株式会社ナチュラルラ 田　久美子 平20.10.14 薬局
     野々市市太平寺４丁目４８番地 常　勤:    4イフ　代表取締役　竹 新規 現存
     (薬       4)原　稔 平26.10.14
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37513,4058,0 みなみ野々市薬局 〒921-8801 076-246-7701株式会社スリーエムコ小中　美和 平21.10. 1 薬局
     野々市市御経塚１丁目４５１番地常　勤:    2ーポレーション　代表 新規 現存
     (薬       2)取締役　中坪　みなみ 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37613,4059,8 クスリのアオキ押越薬〒921-8816 076-227-0678株式会社クスリのアオ福田　裕史 平22.10. 1 薬局
     局 野々市市若松町３番２０号 常　勤:    1キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       1)　宏憲 平28.10. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
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  37713,4061,4 てまり野々市薬局 〒921-8844 076-255-7575株式会社スパーテル　四反田　ひさよ 平23. 4. 1 薬局
     野々市市堀内４丁目８０番３ 常　勤:    3代表取締役　橋本　昌 新規 現存
     (薬       3)子 平29. 4. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37813,4063,0 野々市あおぞら薬局 〒921-8843 076-248-8931グランファルマ株式会竹内　瑛子 平24. 4. 1他   薬局
     野々市市田尻町５２番地３ 常　勤:    1社　柴田　剛介 新規 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37913,4064,8 野々市駅前アルプ薬局〒921-8807 076-256-2633株式会社アルプ　代表三森　純二郎 平25. 6. 1他   薬局
     野々市市二日市町１丁目１３番地常　勤:    2取締役　古賀　美純 新規 現存
     (薬       2) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38013,4065,5 ののいちフラワー薬局〒921-8815 076-256-2233有限会社いわ木　代表川井　樹子 平25. 6. 1他   薬局
     野々市市本町４丁目８－５ 常　勤:    2取締役　岩木　伸明 新規 現存
     (薬       2) 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38113,4066,3 中森全快堂　野々市市〒921-8832 076-256-2713株式会社中森全快堂　吉尾　誠一 平25. 8. 1 薬局
     役所前薬局 野々市市藤平田１丁目３８４－２常　勤:    1代表取締役　中森　慶 新規 現存
     (薬       1)滋 平25. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38213,4067,1 クスリのアオキ野々市〒921-8825 076-246-2040株式会社クスリのアオ伊藤　誠 平25. 9. 1調剤 薬局
     中央薬局 野々市市三納１丁目７７番地 常　勤:    1キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       1)　宏憲 平25. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38313,4068,9 イオン薬局御経塚店 〒921-8801 076-269-8933イオンリテール株式会野澤　貴子 平25. 8. 7調剤 薬局
     野々市市御経塚２－９１ 常　勤:    5社　代表取締役　岡崎 移動 現存
     (薬       5)　双一 平25. 8. 7
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  38413,4069,7 布水あおば薬局 〒921-8802 076-259-5973株式会社バンテージ　谷口　育美 平25.12.16調剤 薬局
     野々市市押野２丁目９０番地 常　勤:    1代表取締役　今井　健 新規 現存
     (薬       1)太 平25.12.16
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38513,4070,5 チューリップ野々市薬〒921-8832 076-294-0771チューリップ調剤株式山﨑　直子 平25.12. 1調剤 薬局
     局 野々市市藤平田一丁目４７１番地常　勤:    1会社　代表取締役　武 その他 現存
     (薬       1)内　泰司 平25.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38613,4071,3 かいてき扇が丘薬局 〒921-8812 076-220-6515有限会社ひろ　代表取中森　寛典 平26. 7. 1 薬局
     野々市市扇が丘５１５番１ 常　勤:    1締役　中森　寛典 新規 現存
     (薬       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38713,4072,1 ウエルシア薬局野々市〒921-8801 076-246-2853ウエルシア薬局株式会定塚　自由 平26. 9. 1 薬局
     御経塚店 野々市市御経塚一丁目５３７ 常　勤:    2社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       2)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38813,4073,9 御経塚らいふ薬局 〒921-8801 076-248-7711株式会社ナチュラルラ 庄　恵子 平27. 5. 1 薬局
     野々市市御経塚１丁目４６４ 常　勤:    2イフ　代表取締役　竹 新規 現存
     (薬       2)原　稔 平27. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38913,4074,7 太平寺一番薬局 〒921-8845 076-220-7206株式会社アモール　代梅木　康嵩 平27. 5. 1 薬局
     野々市市太平寺４丁目６７－１ 常　勤:    3表取締役　橋場　元 新規 現存
     (薬       3) 平27. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39013,4075,4 コストコホールセール〒921-8848 076-275-8622コストコホールセール吉田　智美 平27. 8. 1 薬局
     野々市倉庫店薬局 野々市市柳町土地区画整理事業施常　勤:    2ジャパン株式会社　代 新規 現存
     工地区１街区１ (薬       2)表取締役　ケン　テリ 平27. 8. 1
     非常勤:    1オ
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  39113,4076,2 クスリのアオキ御経塚〒921-8801 076-240-6686株式会社クスリのアオ矢地　幸一 平27. 8. 1 薬局
     あやめ薬局 野々市市御経塚三丁目１５９番地常　勤:    1キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       1)　宏憲 平27. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39213,4077,0 青い森薬局　新庄店 〒921-8824 076-246-2181株式会社薬師堂　代表澤田　道人 平27. 8. 1 薬局
     野々市市新庄２丁目１５番２ 常　勤:    1取締役　澤野　和彦 交代 現存
     (薬       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39313,4079,6 クスリのアオキ新庄薬〒921-8824 076-248-8806株式会社クスリのアオ桑原　優太 平28. 6. 1 薬局
     局 野々市市新庄六丁目４５１番地 常　勤:    1キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       1)　宏憲 平28. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39413,4080,4 キリン堂押野薬局 〒921-8802 076-294-8806株式会社キリン堂　代小寺　陽子 平28. 7.19 薬局
     野々市市押野６丁目６２ 常　勤:    1表取締役　寺西　豊彦 移動 現存
     (薬       1) 平28. 7.19
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39514,4013,3 有限会社　西島薬局 〒929-0325 076-289-2463有限会社西島薬局　代西島　宗和 昭56.12.26 薬局
     河北郡津幡町字加賀爪ホ６０ 常　勤:    1表取締役　西島　宗和 現存
     (薬       1) 平29.12.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39614,4015,8 中村栄安堂薬局 〒929-0326 076-289-2055中村　博子 中村　安博 昭57. 7.15 薬局
     河北郡津幡町清水イの１３９ 常　勤:    3 現存
     (薬       3) 平24. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39714,4022,4 瑠璃光薬局 〒929-0323 076-256-5278株式会社　瑠璃光　代栗田　三和子 平10. 3.11 薬局
     河北郡津幡町字津幡ロ１４３番地常　勤:    3表取締役　中谷　隆正 新規 現存
     ２ (薬       3) 平28. 3.11
     非常勤:   20
     (薬      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39814,4031,5 医科大前たんぽぽ薬局〒920-0265 076-286-6431たんぽぽ薬局株式会社笹井　詩織 平14. 3.18 薬局
     河北郡内灘町大学１丁目１－６ 常　勤:    8　代表取締役　松野　 新規 現存
     (薬       8)英子 平26. 3.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  39914,4032,3 キリン堂医科大前薬局〒920-0265 076-286-6025株式会社　キリン堂　細川　明日香 平14. 3.18 薬局
     河北郡内灘町大学１－１－６ 常　勤:    1代表取締役　寺西　豊 新規 現存
     (薬       1)彦 平26. 3.18
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40014,4036,4 内灘アルプ薬局 〒920-0271 076-286-0093株式会社アルプ　代表中井　佑輔 平15. 4. 1 薬局
     河北郡内灘町鶴ケ丘３丁目１５番常　勤:    2取締役　古賀　美純 組織変更 現存
     地２ (薬       2) 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40114,4040,6 津幡あおぞら薬局 〒929-0341 076-289-5855グランファルマ株式会道場　智美 平18. 4. 1 薬局
     河北郡津幡町字横浜ヘ３５番地１常　勤:    1社　代表取締役　柴田 新規 現存
     (薬       1)　剛介 平30. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40214,4041,4 クスリのアオキ津幡薬〒929-0341 076-289-3360株式会社　クスリのア福島　理紗 平18.10. 2 薬局
     局 河北郡津幡町字横浜ヘ３１－１ 常　勤:    2オキ　代表取締役　青 新規 現存
     (薬       2)木　宏憲 平24.10. 2
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40314,4043,0 中森かいてきハマナス〒920-0268 076-286-5715有限会社　ひろ　代表近藤　哲弘 平19. 7. 3 薬局
     薬局 河北郡内灘町ハマナス２丁目４１常　勤:    1取締役　中森　寛典 新規 現存
     番 (薬       1) 平25. 7. 3
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40414,4045,5 クスリのアオキ鶴ヶ丘〒920-0271 076-286-6230株式会社クスリのアオ林　ちはや 平21. 6. 8 薬局
     薬局 河北郡内灘町字鶴ケ丘５丁目１番常　勤:    1キ　代表取締役　青木 新規 現存
     地３５０ (薬       1)　宏憲 平27. 6. 8
     非常勤:   32
     (薬      32)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40514,4046,3 さくら薬局　河北内灘〒920-0265 076-286-9383クラフト株式会社　代中西　美佐子 平22. 4. 1 薬局
     店 河北郡内灘町字大学１－１－６サ常　勤:    3表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     ンライズビル (薬       3) 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  40614,4047,1 フロンティア津幡薬局〒929-0346 076-288-7830株式会社　フロンティ吉田　泉介 平23. 9. 1 薬局
     河北郡津幡町字潟端４２１番１７常　勤:    1ア　代表取締役　重森 新規 現存
     (薬       1)　裕之 平29. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40714,4049,7 クオール薬局内灘店 〒920-0276 076-237-1489クオール株式会社　代板井　美江 平26. 9. 1 薬局
     河北郡内灘町字緑台一丁目８番 常　勤:    5表取締役　中村　敬 新規 現存
     (薬       5) 平26. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40814,4050,5 ひまわり薬局 〒929-0342 076-201-8778株式会社たちばな　代米澤　久美 平26.10. 1 薬局
     河北郡津幡町北中条六丁目７０番常　勤:    2表取締役　米澤　久美 新規 現存
     地 (薬       2) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40915,4012,2 笠原健招堂薬局 〒925-0447 0767-42-2606有限会社笠原　笠原　笠原　友子 平 8. 6.14 薬局
     羽咋郡志賀町富来領家町甲６３番常　勤:    1守郎 現存
     地４ (薬       1) 平29. 6.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41015,4017,1 志賀プリスケア薬局 〒925-0141 0767-32-1200株式会社コメヤ薬局　脇本　浩伸 平14. 9.17 薬局
     羽咋郡志賀町高浜町ク８番地１ 常　勤:    3代表取締役　長基　健 新規 現存
     (薬       3)司 平26. 9.17
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41115,4019,7 押水アルプ薬局 〒929-1344 0767-28-5585株式会社アルプ　代表濵髙　諒 平15. 4. 1 薬局
     羽咋郡宝達志水町今浜ト１７６番常　勤:    2取締役　古賀　美純 組織変更 現存
     地５ (薬       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41215,4020,5 押水瑠璃光薬局 〒929-1311 0767-28-8585株式会社　瑠璃光　代村谷　玲子 平16. 7. 3 薬局
     羽咋郡宝達志水町門前１５０番地常　勤:    1表取締役　中谷　隆正 移動 現存
     ９ (薬       1) 平28. 7. 3
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41315,4021,3 富来あおぞら薬局 〒925-0446 0767-42-2224グランファルマ株式会杉浦　勇 平19.11. 1 薬局
     羽咋郡志賀町富来地頭町七９８番常　勤:    2社　代表取締役　柴田 新規 現存
     ２６ (薬       2)　剛介 平25.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  41415,4022,1 薬局マツモトキヨシ高〒925-0141 0767-32-3181株式会社　示野薬局　白江　晴幸 平23. 5. 2 薬局
     浜店 羽咋郡志賀町高浜町ヤ６９ 常　勤:    1代表取締役　関　久則 新規 現存
     (薬       1) 平29. 5. 2
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41515,4023,9 瑠璃光薬局　志雄店 〒929-1425 0767-29-4877株式会社　瑠璃光　代竹田　栄治 平29. 4.30 薬局
     羽咋郡宝達志水町子浦ハ７－１ 常　勤:    1表取締役社長　中谷　 移動 現存
     (薬       1)隆正 平29. 4.30
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41616,4008,8 中島薬局 〒929-1604 0767-72-2222有限会社　ナカシマ　中島　登 平10. 7. 1 薬局
     鹿島郡中能登町能登部下７０部２常　勤:    2代表取締役　中島　登 組織変更 現存
     ６番地 (薬       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41716,4010,4 はせがわ薬局 〒929-1721 0767-76-2160長谷川　勇人 長谷川　勇人 平13. 8. 1 薬局
     鹿島郡中能登町井田５１部３番地常　勤:    1 新規 現存
     １ (薬       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41816,4011,2 鹿西アルプ薬局 〒929-1604 0767-72-3230株式会社アルプ　代表柴田　宗隆 平15. 8. 1 薬局
     鹿島郡中能登町能登部下９２－５常　勤:    2取締役　古賀　美純 現存
     ８ (薬       2) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41916,4012,0 よつば薬局 〒929-1717 076-74-2200 株式会社アシスト　代守友　早恵 平24. 1. 4他   薬局
     鹿島郡中能登町良川る７－１ 常　勤:    1表取締役　笹山　彰 新規 現存
     (薬       1) 平30. 1. 4
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42016,4013,8 なかのとまち薬局 〒929-1811 0767-76-2727株式会社ＥＨＭメディ岡田　亜由美 平25.10. 1調剤 薬局
     鹿島郡中能登町二宮レ１６９番地常　勤:    1カル　代表取締役　橋 新規 現存
     (薬       1)本　昌子 平25.10. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42117,4014,4 河合薬局 〒927-0302 0768-67-1053河合　元一 河合　史子 昭60. 1. 1 薬局
     鳳珠郡能登町字鵜川１９字３３番常　勤:    1 現存
     地 (薬       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  42217,4022,7 宇出津らいふ薬局 〒927-0433 0768-62-3376株式会社ナチュラルラ向井　淳子 平14. 4. 1 薬局
     鳳珠郡能登町宇出津タ字７０－８常　勤:    2イフ　代表取締役　竹 新規 現存
     (薬       2)原稔 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42317,4023,5 あおぞら宇出津薬局 〒927-0433 0768-62-8870フリードリッヒ有限会坂口　純子 平14. 4. 1 薬局
     鳳珠郡能登町宇出津タ５６番５ 常　勤:    2社　代表取締役　柴田 新規 現存
     (薬       2)　寛治 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42417,4024,3 穴水たんぽぽ薬局 〒927-0027 0768-52-3681たんぽぽ薬局株式会社大西　久美子 平16. 2. 1 薬局
     鳳珠郡穴水町字川島レ３８番１ 常　勤:    4　代表取締役　松野　 新規 現存
     (薬       4)英子 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42517,4028,4 穴水あおば薬局 〒927-0027 0768-52-1413株式会社　ニイザ　代原　将充 平18.10. 1 薬局
     鳳珠郡穴水町字川島ろ３番地２ 常　勤:    1表取締役　原　将充 新規 現存
     (薬       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42617,4029,2 たておか薬局 〒927-0433 0768-62-0044立岡　靖 立岡　靖 平18.10.11 薬局
     鳳珠郡能登町字宇出津ム字１１ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平24.10.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42717,4030,0 薬局マツモトキヨシ穴〒927-0027 0768-52-2252株式会社　示野薬局　殿田　かをり 平20.11. 4 薬局
     水店 鳳珠郡穴水町字川島レ３０番１ 常　勤:    1代表取締役　関　久則 移動 現存
     (薬       1) 平26.11. 4
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42817,4033,4 河合薬局 〒927-0027 0768-52-0003竹端　裕 竹端　裕 平21. 4. 1 薬局
     鳳珠郡穴水町川島イの７ 常　勤:    2 移動 現存
     (薬       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42917,4034,2 小西薬局 〒927-0432 0768-62-1524酒屋　利信 酒屋　利信 平21. 8.26 薬局
     鳳珠郡能登町宇出津新３５ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平27. 8.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  43017,4035,9 さくら薬局　能登うし〒927-0433 0768-62-8811クラフト株式会社　代横山　修文 平22. 4. 1 薬局
     つ店 鳳珠郡能登町宇出津タ９８－１ 常　勤:    1表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43117,4036,7 クオール能登町薬局 〒927-0602 0768-72-2289クオール株式会社　代水谷　洋輝 平22. 7. 1 薬局
     鳳珠郡能登町字松波１０－１０７常　勤:    3表取締役　中村　敬 新規 現存
     －１ (薬       3) 平28. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43217,4038,3 穴水アイン薬局 〒927-0027 0768-52-8311株式会社アインメディ尾﨑　環 平24. 5. 1他   薬局
     鳳珠郡穴水町川島タ１－１ 常　勤:    2オ　代表取締役　佐竹 組織変更 現存
     (薬       2)　辰幸 平30. 5. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43317,4039,1 宇出津アイン薬局 〒927-0433 0768-62-8166株式会社アインメディ栗生　卓 平24. 5. 1他   薬局
     鳳珠郡能登町宇出津タ字９８番地常　勤:    3オ　代表取締役　佐竹 組織変更 現存
     ２ (薬       3)　辰幸 平30. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43417,4040,9 橋本薬局 〒927-0027 0768-52-0155橋本　範子 橋本　範子 平24.10. 1他   薬局
     鳳珠郡穴水町字川島イ－２４ 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43517,4041,7 チューリップ宇出津薬〒927-0431 0768-62-1515チューリップ調剤株式石黒　方 平24.12. 1他   薬局
     局 鳳珠郡能登町宇出津山分２字１９常　勤:    2会社　代表取締役　武 新規 現存
     番３ (薬       2)内　泰司 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43617,4042,5 サエラ薬局 〒927-0053 0768-52-3820株式会社サエラファー宮本　啓悟 平30. 1. 1 薬局
     鳳珠郡穴水町此木壱１４３番１ 常　勤:    1マシーズ　代表取締役 交代 現存
     (薬       1)　小池　由久 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43717,4043,3 おぎ薬局 〒927-0553 0768-74-0075株式会社スリーエムコ小島　睦雄 平30. 4. 1 薬局
     鳳珠郡能登町字小木１５字２３番常　勤:    1ーポレーション　代表 新規 現存
     ６ (薬       1)取締役　中坪　みなみ 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  43821,4001,3 ナカヤ薬局 〒929-1214 076-281-0748若宮　眞理子 若宮　眞理子 昭60.12.27 薬局
     かほく市内高松コ４１の２ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平27.12.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43921,4002,1 にわ薬局 〒929-1215 076-281-1459丹羽　靖子 丹羽　靖子 平 5. 8. 1 薬局
     かほく市高松ク２７の２ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44021,4003,9 みやざき薬局 〒929-1174 283-5568 宮崎　雄二 油井　悦子 平11. 5. 1 薬局
     かほく市浜北イ１－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44121,4004,7 きくのや薬局 〒929-1176 076-283-2650髙井　裕美子 髙井　裕美子 平13. 5.19 薬局
     かほく市外日角ニ７１番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平25. 5.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44221,4005,4 今村薬局 〒929-1125 076-283-0108今村　美貴子 今村　美貴子 昭55. 8. 4 薬局
     かほく市宇野気チ７６ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平28. 8. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44321,4009,6 高松アルプ薬局 〒929-1211 076-281-0811株式会社アルプ　代表牧　委豆美 平17.11. 1 薬局
     かほく市二ツ屋ツ４６－５ 常　勤:    2取締役　古賀　美純 新規 現存
     (薬       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44421,4010,4 イオン薬局かほく店 〒929-1126 076-289-1070イオンリテール株式会神野　紘一 平20.10.28 薬局
     かほく市内日角タ２５番 常　勤:    7社　代表取締役　岡崎 新規 現存
     (薬       7)　双一 平26.10.28
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44521,4011,2 かほくまこと薬局 〒929-1173 076-285-1301株式会社ひかりファー橋本　裕之 平21. 9. 1 薬局
     かほく市遠塚ロ５４番９ 常　勤:    1マ　代表取締役　庄司 新規 現存
     (薬       1)　行輝 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44621,4012,0 うのけ薬局 〒929-1126 076-283-5710新藤　正人 新藤　正人 平22. 2.24 薬局
     かほく市内日角１丁目２４番地１常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平28. 2.24
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  44721,4013,8 クオール薬局かほく店〒929-1126 076-283-0016クオール株式会社　代一木　順二 平23. 3. 1 薬局
     かほく市内日角四丁目１３番地１常　勤:    2表取締役　中村　敬 新規 現存
     (薬       2) 平29. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44821,4014,6 箔山堂高松薬局 〒929-1214 076-282-5533株式会社南山堂　代表大岸　直也 平24. 6. 1 薬局
     かほく市内高松申５０－３ 常　勤:    2取締役　新庄　正志 新規 現存
     (薬       2) 平30. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44921,4015,3 クスリのアオキ高松薬〒929-1215 076-282-5030株式会社クスリのアオ竹屋　真紀 平24.12.17他   薬局
     局 かほく市高松ア２４番２ 常　勤:    1キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       1)　宏憲 平24.12.17
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45021,4016,1 木津ゆうゆう薬局 〒929-1171 076-255-6200株式会社ハイ・サポー山元　裕美 平27. 7. 1 薬局
     かほく市木津へ１３－１ 常　勤:    1ト　代表取締役　辻川 新規 現存
     (薬       1)　弘子 平27. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45121,4017,9 クスリのアオキ浜北薬〒929-1174 076-256-0732株式会社クスリのアオ温井　亨 平28. 5.25 薬局
     局 かほく市浜北ロ９３番地１ 常　勤:    1キ　代表取締役　青木 移動 現存
     (薬       1)　宏憲 平28. 5.25
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45221,4018,7 高松ハート薬局 〒929-1215 076-225-8103株式会社ビッグライム内藤　晴之 平28.10. 1 薬局
     かほく市高松ウ５１番地１ 常　勤:    2　代表取締役　冨樫　 新規 現存
     (薬       2)義光 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45321,4019,5 かほくあおば薬局 〒929-1126 076-255-6860株式会社バンテージ　橘　知史 平29. 5. 1 薬局
     かほく市内日角４丁目６９ 常　勤:    1代表取締役　今井　健 新規 現存
     (薬       1)太 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  45421,4020,3 クスリのアオキ高松北〒929-1215 076-254-0293株式会社クスリのアオ小林　未奈美 平30. 1. 1 薬局
     薬局 かほく市高松ム５５番地１ 常　勤:    1キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       1)　宏憲 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45522,4003,7 蕪城堂薬局 〒924-0025 076-275-3669樫田　孝太郎 上　明子 昭61.12.16 薬局
     白山市蕪城４丁目７番地２ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平28.12.16
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45622,4005,2 山島台コメヤ薬局 〒924-0836 076-274-9988株式会社　コメヤ薬局笠間　裕子 平10. 6. 1 薬局
     白山市山島台６丁目１番地 常　勤:    3　代表取締役　長基　 新規 現存
     (薬       3)健司 平28. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45722,4006,0 松南青木二階堂薬局 〒924-0863 076-276-0002株式会社　クスリのア鶴見　和夫 平12.10. 1他   薬局
     白山市博労３丁目２番地 常　勤:    1オキ　代表取締役　青 その他 現存
     (薬       1)木　宏憲 平24.10. 1
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45822,4008,6 クスリのアオキ　新旭〒924-0015 076-274-2626株式会社　クスリのア示野　香織 平12.10.18他   薬局
     薬局 白山市新田町４８ー１ 常　勤:    2オキ　代表取締役　青 新規 現存
     (薬       2)木　宏憲 平24.10.18
     非常勤:   21
     (薬      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45922,4009,4 長谷川薬局 〒924-0072 076-275-7690長谷川　雪代 長谷川　雪代 平12.11.13他   薬局
     白山市千代野西５丁目３番地３ 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平24.11.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46022,4013,6 クスリのアオキ北安田〒924-0039 076-275-0005株式会社クスリのアオ赤川　智宏 平16.11. 1 薬局
     薬局 白山市北安田西１丁目５０番地 常　勤:    2キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       2)　宏憲 平28.11. 1
     非常勤:   28
     (薬      28)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46122,4014,4 太原薬局 〒929-0217 076-278-3319太原　郁子 甲野　充子 昭47. 4.17 薬局
     白山市湊町３－２５－２ 常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平29. 4.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  46222,4015,1 株式会社　みかわ薬局〒929-0224 076-278-3317株式会社みかわ薬局　木戸　千加 平元.10.18 薬局
     白山市美川中町ソ６７番地 常　勤:    3取締役社長　木戸　千 現存
     (薬       3)加 平28.10.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46322,4016,9 美川らいふ薬局 〒929-0211 076-278-5800株式会社ナチュラルラ芝本　めぐみ 平14. 3. 1 薬局
     白山市井関町１１５－２ 常　勤:    5イフ　代表取締役　竹 新規 現存
     (薬       5)原　稔 平26. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46422,4018,5 株式会社　コメヤ薬局〒920-2121 076-273-1155株式会社コメヤ薬局　中川　勉 昭62. 6.16 薬局
     白山市鶴来本町２丁目ワ４３番地常　勤:    3代表取締役　長基　健 現存
     (薬       3)司 平29. 6.16
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46522,4019,3 コメヤ薬局安養寺店 〒920-2141 076-273-5300株式会社コメヤ薬局　若林　敏治 平 5. 4.16 薬局
     白山市安養寺町ロ３－１ 常　勤:    3代表取締役　長基　健 現存
     (薬       3)司 平29. 4.16
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46622,4022,7 月橋コメヤ薬局 〒920-2104 076-273-9200株式会社コメヤ薬局　蔵　綾子 平 8. 7.18 薬局
     白山市月橋町４１４番 常　勤:    1代表取締役　長基　健 現存
     (薬       1)司 平29. 7.18
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46722,4023,5 水戸町コメヤ薬局 〒920-2134 076-273-9511株式会社　コメヤ薬局森岡　朱美 平11.12. 3 薬局
     白山市鶴来水戸町ノ５９－１ 常　勤:    6　代表取締役　長基健 新規 現存
     (薬       6)司 平29.12. 3
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46822,4024,3 コアナオミヤ薬局 〒920-2154 076-273-2023有限会社　直海屋　代小島　秀美 平12.10. 1他   薬局
     白山市井口町ロ５３ー１　ＳＣコ常　勤:    1表取締役　直田　弥丈 新規 現存
     ア内 (薬       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46922,4025,0 かわちコメヤ薬局 〒920-2304 076-273-1900株式会社　コメヤ薬局田島　沙織 平13.10. 1 薬局
     白山市河内町きりの里６４番地 常　勤:    5　代表取締役　長基　 新規 現存
     (薬       5)健司 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  47022,4026,8 シメノドラッグ鶴来薬〒920-2104 076-250-7010株式会社　示野薬局　山本　忍 平16.12.17 薬局
     局 白山市月橋町７０５番１ 常　勤:    2代表取締役　関　久則 新規 現存
     (薬       2) 平28.12.17
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47122,4027,6 月橋ゆうゆう薬局 〒920-2104 076-273-2250株式会社　ハイ・サポ上野　春美 平17. 1. 4 薬局
     白山市月橋町７２１－２ 常　勤:    2ート　代表取締役　辻 新規 現存
     (薬       2)川　弘子 平29. 1. 4
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47222,4028,4 加賀野アルプ薬局 〒924-0044 076-275-9860株式会社アルプ　代表染田　美喜 平17. 6. 1 薬局
     白山市西柏町１番地２１ 常　勤:    2取締役　古賀　美純 新規 現存
     (薬       2) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47322,4029,2 倉光ゆうゆう薬局 〒924-0865 076-274-6800株式会社　ハイ・サポ常山　奈美 平17.10. 1 薬局
     白山市倉光５丁目１０４ 常　勤:    2ート　代表取締役　辻 新規 現存
     (薬       2)川　弘子 平29.10. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47422,4036,7 松任あおば薬局 〒924-0024 076-275-6068株式会社バンテージ　福村　繁一 平21. 4.22 薬局
     白山市北安田町５０１２ 常　勤:    1代表取締役　今井　健 新規 現存
     (薬       1)太 平27. 4.22
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47522,4037,5 野々市ファーマライズ〒924-0802 076-276-6638ファーマライズ株式会安田　祥子 平21. 6. 1 薬局
     薬局 白山市専福寺町８４－３ 常　勤:    3社　代表取締役　田仲 組織変更 現存
     (歯       1)　義弘 平27. 6. 1
     (薬       2)
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47622,4041,7 クスリのアオキ相木薬〒924-0081 076-276-0331株式会社クスリのアオ太田　美穂 平23. 8. 8 薬局
     局 白山市相木二丁目３番地６ 常　勤:    1キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       1)　宏憲 平29. 8. 8
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  47722,4042,5 連代薬局 〒924-0045 076-275-4258連代　美和子 連代　美和子 平23. 7. 1 薬局
     白山市西柏１－８－１８ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47822,4043,3 白峰コメヤ薬局 〒920-2501 076-259-9500株式会社コメヤ薬局　小川　宏幸 平23.10. 1他   薬局
     白山市白峰ハ１５７番１地白峰福常　勤:    2代表取締役　長基　健 新規 現存
     祉複合施設カルテット内２Ｆ (薬       2)司 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47922,4044,1 箔山堂専福寺薬局 〒924-0802 076-276-8722株式会社南山堂　代表笹山　亨 平24. 4. 1他   薬局
     白山市専福寺町１６０－５ 常　勤:    2取締役　新庄　正志 新規 現存
     (薬       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48022,4045,8 福留町あおぞら薬局 〒924-0051 076-277-2951グランファルマ株式会下木　彩 平24. 4. 1他   薬局
     白山市福留町１７３番地１ 常　勤:    1社　代表取締役　柴田 新規 現存
     (薬       1)　剛介 平30. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48122,4047,4 松任アイン薬局 〒924-0841 076-276-6913株式会社アインメディ 井　雅俊 平24. 5. 1他   薬局
     白山市平松町７４ー２ 常　勤:    3オ　代表取締役　佐竹 組織変更 現存
     (薬       3)　辰幸 平30. 5. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48222,4048,2 クスリのアオキ美川薬〒929-0214 076-278-7703株式会社クスリのアオ内田　好司 平25. 5. 1他   薬局
     局 白山市長屋町ロ５６番地 常　勤:    1キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       1)　宏憲 平25. 5. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48322,4049,0 八ツ矢はなの木薬局 〒924-0882 076-256-2250株式会社ヘリックスケ宮下　千恵 平25. 6. 1他   薬局
     白山市八ツ矢町２３３番１ 常　勤:    1アファーマ　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　曽我　望武 平25. 6. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  48422,4050,8 なの花薬局美川店 〒929-0231 076-256-2859株式会社なの花中部　大平　航也 平25. 8. 1 薬局
     白山市美川和波町カ１２８－３ 常　勤:    1代表取締役　國松　一 新規 現存
     (薬       1)徳 平25. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48522,4051,6 チューリップ成町薬局〒924-0020 076-275-4900チューリップ調剤株式角田　志織 平25.12. 1調剤 薬局
     白山市新成四丁目２１３番地 常　勤:    1会社　代表取締役　武 その他 現存
     (薬       1)内　泰司 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48622,4052,4 松任アルプ薬局 〒924-0015 076-276-1213株式会社アルプ　代表小松　千絵 平26.10.14 薬局
     白山市新田町８６番地１ 常　勤:    2取締役　古賀　美純 移動 現存
     (薬       2) 平26.10.14
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48722,4053,2 白山ハート薬局 〒924-0032 076-227-8707株式会社ビッグライム西尾　智子 平27. 1. 1 薬局
     白山市村井町２７５番１ 常　勤:    1　代表取締役　冨樫　 新規 現存
     (薬       1)義光 平27. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48822,4054,0 金城大学前アルプ薬局〒924-0068 076-274-1305株式会社アルプ　代表綱村　雄介 平27. 5. 1 薬局
     白山市宮保新町１３６番地 常　勤:    2取締役　古賀　美純 新規 現存
     (薬       2) 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48922,4055,7 和み薬局 〒924-0832 076-275-1155株式会社細川　代表取細川　みゆき 平27.10. 1 薬局
     白山市藤木町１８番地 常　勤:    1締役　細川　みゆき 新規 現存
     (薬       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49022,4056,5 ウエルシア薬局白山鶴〒920-2155 076-273-2372ウエルシア薬局株式会村松　充 平27.11. 1 薬局
     来店 白山市知気寺町６０－１ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平27.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  49122,4057,3 クスリのアオキ石同新〒924-0806 076-274-7003株式会社クスリのアオ村井　陽子 平27.11. 1 薬局
     町薬局 白山市石同新町２７０番地 常　勤:    2キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       2)　宏憲 平27.11. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49222,4058,1 イオン薬局松任店 〒924-0841 076-200-6770イオンリテール株式会小林　喜弥 平27.11. 8 薬局
     白山市平松町１０２－１ 常　勤:    5社　代表取締役　岡崎 移動 現存
     (薬       5)　双一 平27.11. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49322,4059,9 吉野谷コメヤ薬局 〒920-2322 076-255-5921株式会社コメヤ薬局　谷山　由佳 平29.10. 1 薬局
     白山市佐良ロ１３０番地 常　勤:    1代表取締役　長基　健 新規 現存
     (薬       1)司 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49422,4060,7 美川アルプ薬局 〒929-0224 076-278-2414株式会社アルプ　代表辰野　友啓 平29.10. 1 薬局
     白山市美川中町ヲ３３番地１ 常　勤:    1取締役　古賀美純 移動 現存
     (薬       1) 平29.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49522,4061,5 井口まつだ薬局 〒920-2154 076-272-3500松田石産株式会社　代柏原　智子 平29.12. 1 薬局
     白山市井口町に７９－４ 常　勤:    1表取締役　松田泰美 交代 現存
     (薬       1) 平29.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49622,4062,3 クスリのアオキ布市薬〒924-0808 076-225-3162株式会社クスリのアオ清水　弘子 平30. 1. 1 薬局
     局 白山市布市一丁目１７０番地１ 常　勤:    1キ　代表取締役　青木 移動 現存
     (薬       1)　宏憲 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49722,4063,1 鹿島平アルプ薬局 〒929-0206 076-278-2067株式会社アルプ　代表小松　千絵 平30. 6. 1 薬局
     白山市鹿島平１１番地１１７ 常　勤:    2取締役　古賀　美純 新規 現存
     (薬       2) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49823,4000,1 根上薬局 〒929-0113 0761-55-0237森　礼子 森　礼子 平14. 1. 1 薬局
     能美市大成町ヌ２番地 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  49923,4005,0 クスリのアオキ　寺井〒923-1121 0761-57-8193株式会社クスリのアオ向　加津子 平12. 9. 1他   薬局
     薬局 能美市寺井町ロ９０番１ 常　勤:    4キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       4)　宏憲 平24. 9. 1
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50023,4008,4 ふたば薬局 〒923-1226 0761-51-6688ファーマケア株式会社山本　裕実子 平11. 8.20 薬局
     能美市緑が丘１１丁目６１－３ 常　勤:    6　代表取締役　染谷　 現存
     (薬       6)政光 平29. 8.20
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50123,4010,0 サンライト薬局 〒929-0106 0761-56-0303株式会社　アクセスラ中島　真 平17. 8. 1 薬局
     能美市西二口町丙２９ 常　勤:    3イフ　代表取締役　住 交代 現存
     (薬       3)川　奈美 平29. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50223,4011,8 三ツ屋ふたば薬局 〒923-1243 0761-52-0020ファーマケア株式会社圓居　外士典 平20. 4. 1 薬局
     能美市三ツ屋町ロ１７番１ 常　勤:    2　代表取締役　染谷　 新規 現存
     (薬       2)政光 平26. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50323,4012,6 てまり薬局 〒929-0113 0761-55-5525株式会社　スパーテル西　美佐 平20. 4. 1 薬局
     能美市大成町へ６３－２ 常　勤:    1　代表取締役　橋本　 新規 現存
     (薬       1)昌子 平26. 4. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50423,4013,4 フロンティア能美薬局〒929-0122 0761-56-0516株式会社　フロンティ大崎　みどり 平20. 5. 1 薬局
     能美市大浜町ノ１４５－１ 常　勤:    3ア　代表取締役　重森 新規 現存
     (薬       3)　裕之 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50523,4015,9 さくら薬局 〒923-1245 0761-51-5767株式会社　Ｃｒｏｓｓ橋場　季恵 平21. 3. 1 薬局
     能美市辰口町６５２番地１ 常　勤:    1　Ｂｒｉｄｇｅ　代表 新規 現存
     (薬       1)取締役　橋場　慶子 平27. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  50623,4016,7 サンライトげんき薬局〒923-1121 0761-58-4773株式会社アクセスライ木田　由美 平22. 4. 1 薬局
     能美市寺井町ロ８０－３ 常　勤:    4フ　代表取締役　住川 新規 現存
     (薬       4)　奈美 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50723,4017,5 シメノドラッグ辰口薬〒923-1245 0761-51-6622株式会社示野薬局　代樟　弥栄子 平22. 5.10 薬局
     局 能美市辰口町５４６－１ 常　勤:    1表取締役　関　久則 移動 現存
     (薬       1) 平28. 5.10
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50823,4018,3 クスリのアオキ辰口薬〒923-1245 0761-52-0932株式会社　クスリのア小西　健之 平23. 7.11 薬局
     局 能美市辰口町９６５番 常　勤:    1オキ　代表取締役　青 新規 現存
     (薬       1)木　宏憲 平29. 7.11
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50923,4021,7 ウエルシア能美寺井薬〒923-1121 0761-46-6403ウエルシア薬局株式会福澤　真人 平24. 9. 1他   薬局
     局 能美市寺井町ハ１１２番 常　勤:    4社　代表取締役　水野 組織変更 現存
     (薬       4)　秀晴 平24. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51023,4022,5 てまり辰口薬局 〒923-1225 0761-51-5000株式会社スパーテル　山吹　美子 平24.11. 1他   薬局
     能美市松が岡４－５８ 常　勤:    1代表取締役　橋本　昌 その他 現存
     (薬       1)子 平24.11. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51123,4025,8 栄和薬局 〒923-1121 0761-46-6991有限会社とくひさ　代江端　宏介 平26. 4. 1 薬局
     能美市寺井町レ５－１ 常　勤:    5表取締役　徳久　宏子 新規 現存
     (薬       5) 平26. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51223,4026,6 あかね大成薬局 〒929-0113 0761-55-4431ＥＭファーマシー株式上瀧　景介 平26. 5. 1調剤 薬局
     能美市大成町ル９８番２ 常　勤:    1会社　代表取締役　毛 新規 現存
     (薬       1)利　栄治 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  51323,4027,4 クスリのアオキ根上薬〒929-0113 0761-55-5585株式会社クスリのアオ髙木　晶子 平26. 6. 1 薬局
     局 能美市大成町ト１９－５ 常　勤:    2キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       2)　宏憲 平26. 6. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51423,4029,0 しいの木薬局 〒923-1121 0761-58-5534一般社団法人ヘルスプ安藤　京子 平27. 4. 1 薬局
     能美市寺井町ウ８２番地 常　勤:    3ランニング金沢　代表 交代 現存
     (薬       3)理事　中谷　浩子 平27. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51523,4030,8 あかね薬局 〒929-0122 0761-55-4487ＥＭファーマシー株式毛利　栄治 平28.10. 2 薬局
     能美市大浜町ノ３５番地１３ 常　勤:    2会社　代表取締役　毛 移動 現存
     (薬       2)利　栄治 平28.10. 2
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


